
 

 

COLTIVARE  

栽培 

 

 

 

STUZZICHINO 

Amuse-bouche  

シェフからのおもてなし 

 

ANATRA (GF/NF)  

Smoked Ibaraki  Kasumi duck breast ,  

red chicory,  wine reduct ion,  Parmigiano Reggiano 

茨城県産かすみ鴨胸肉のアフミカート 

ラディッキオタルディーボ ヴィンコット 

パルミジャーノレッジャーノ 

 

SPAGHETTI  AGLIO & OLIO (NF)  

Spaghett i  gar l ic ,  oi l  & chi l l i ,  wi ld Hirame f lounder,  

sea urchin,  saf f ron,  Mie tuna bottarga roe  

スパゲッティ  

天然平目のアーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノ 

雲丹とサフラン 三重県産鮪のボッタルガ 

 

BERICE AL VAPORE (GF/DF/NF)  

Steamed Kinmedai  a l fonsino,  Kaga-renkon lotus root gnocchi ,  

Ama-ebi  shrimp,  lac inato kale  

金目鯛のヴァポーレ 

加賀蓮根のニョッキ 甘海老とカーボロネロ 

 

CERVO (GF) 

Hokkaido Yezo venison in “dolce- forte”  st rong sweet sauce,  

Shizuoka Kitayama farm organic  vegetables  

蝦夷鹿のドルチェフォルテ 

静岡県北山農園の有機野菜 

 

BENVENUTO DELLA PASTICCERIA  

Pre-dessert  

ピッコロドルチェ 

 

TIRAMISÙ 

Tiramisu,  Domori  chocolate,  espresso  

ティラミス  ドモーリ社チョコレート 

 

CAFFÈ O TÈ,  PICCOLA PASTICCERIA  

Cof fee or  tea,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶  小菓子 

 

 

 

 

 

 

 

 
23,000 

 

(GF) Gluten free, (DF) Dairy free, (NF) Nut free 
All prices are in Japanese Yen, inclusive of 15% service charge and 10% consumption tax. 

上記日本円での表示価格には、サービス料 15％と消費税 10％が含まれております。 

 

STAGIONE  

四季 

 

 

 

STUZZICHINO 

Amuse-bouche  

シェフからのおもてなし 

 

CRUDO DI TONNO (GF/NF)  

Ise Maguro tuna crudo,  Tokushima organic  yuzu,   

chicory shoots,  Mie “Tiger  tai l ”  green chi l l i ,  anchovy bagna càuda  

伊勢鮪中トロのクルード 

徳島県産有機柚子と三重県産虎の尾青唐辛子 

プンタレッレとバーニャカウダ 

 

LATTE DI  MERLUZZO (DF)  

Sautéed winter  codf ish soft  roe,  red snow crab,  Shimonita leek,  

Aman Tokyo Signature Kagawa caviar  

白子のソテー 紅ズワイガニと下仁田ネギ 

アマン東京オリジナルキャビア 

 

CRESPELLE (NF) 

Tuscan crêpes,  porc ini  mushroom ragù,  

Gunma Yamako-Kinoko farm mushrooms,  cow's-milk Fontina cheese  

クレスペッレ 

ポルチーニ茸のラグーと群馬県産やまこきのこ 

フォンティーナチーズ 

 

PESCATO DEL GIORNO DAL MARE DI  GOTO ALL '  ACQUA PAZZA  (GF/DF/NF)  

Freshest  catch of  the day of f  Goto 's  seas poached in Acqua Pazza,  

sea-scal lop,  shungiku greens  

本日の五島列島の鮮魚 

帆立と春菊のアクアパッツァ 

 

MANZO AKAUSHI  (NF)  

Kumamoto Akaushi -wagyu si r loin,  

Hokkaido Tokachi  Inca no Mezame  one-year-aged chestnut potatoes,  truf f le  

熊本県産あか牛サーロイン 

北海道十勝産 1年熟成インカのめざめとトリュフ 

 

BENVENUTO DELLA PASTICCERIA  

Pre-desser t  

ピッコロドルチェ 

 

TORTA AL LIMONE,  GELATO AL VINO ROSSO SPEZIATO 

Lemon tart ,  spiced red wine gelato  

トルタリモーネ 赤ワインとスパイスのジェラート 

 

CAFFÈ O TÈ,  PICCOLA PASTICCERIA  

Cof fee or  tea ,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶  小菓子 

 

 
 

27,000 

 

(GF) Gluten free, (DF) Dairy free, (NF) Nut free 
All prices are in Japanese Yen, inclusive of 15% service charge and 10% consumption tax. 

上記日本円での表示価格には、サービス料 15％と消費税 10％が含まれております。 

 


