DINNER MENU
2022.4.1 - 2022.6.6

Carpe diem
―光―
STAGIONE

自家燻製タスマニアサーモンとイクラ、
カブの冷製クリームスープ
Salmone affumicato e uova di salmone con crema fredda di rape

エスプレッソ風味のフォアグラと自家燻製した鴨、
マンゴーのグルメサラダ
Duo di fegato grasso al caffé e anatra affumicata
con insalata di mango

低温調理したホタテ貝
フィレンツェ名物トマトとパンのサラダ“パンツァネッラ”仕立てで
Noci di capesante confite e panzanella croccante in gazpacho

愛媛県産天然真鯛のアックア・パッツァであえたパスタ
平麺リングイネで
Linguine all’acqua pazza di orata con patate, fasorali e bottarga

子羊背肉 ローズマリーとセージの香りで焼き上げて
トスカーナ風白インゲン豆入りポレンタと共に
Carré di agnello porchettato con polenta incatenata,
scalogno in agro-dolce e salsa alle erbe aromatiche

カッサータ

グレープフルーツと黒胡椒

Cassata al pompelmo con pepe nero

コーヒー

7,000円
（税込7,700円）
※別途サービス料10％を申し受けます。
※仕入れ状況により提供期間、内容等変更 となる場合がございます。

DINNER MENU
2022.4.1 - 2022.6.6

Evasione e Territorio
－愛－
CREATIVO

オマール海老
クラウンメロンとサラダ仕立てに
Astice con mousse di avocado,con
Finocchi、 pomodori ciliegia, succo e frutto di melone

エスプレッソ風味のフォアグラとベリーフルーツ
Terrina di fegato grasso al caffé con frutti di bosco

アワビとポルチーニ茸のブイヨンスープ
トリュフの香りを添えて
Brodo di abalone e funghi porcini con tartufo estivo

シチリア名物

生ウニのクリーミーなスパゲッティ
Spaghetti ai ricci di mare

甘鯛 ウロコを香ばしく焼き上げて
ホワイトアスパラガスとハマグリ、ハーブグリーンソースを添えて
Amadai croccante con salsa alle erbe aromatiche asparagi bianchi e fasorali

黒毛和牛のグリル焼き トリュフ塩を添えて
いろいろスチーム野菜のイタリア産赤ワインヴィネガードレッシング和え
Manzo sulla griglia con verdure al vapore,
vinaigrette all’aceto di vino rosso e sale al tartufo nero

プロフィットロールマンゴー
Torta “profiterol”al mango

コーヒー

10,000円
（税込11,000円）
※別途サービス料10％を申し受けます。
※仕入れ状況により提供期間、内容等変更 となる場合がございます。

DINNER MENU
2022.4.1 - 2022.6.6

Breve
ショートコース

エスプレッソ風味のフォアグラとベリーフルーツ
Rotolo di fegato grasso al caffé e frutti di bosco

新物キャビア・オシェトラとアサツキの冷製スパゲッティーニ
Insalata di spaghettini al caviale Osetra ed erba cipollina

海明け毛蟹のリゾット
Risotto al granchio “Kegani”

甘鯛 ウロコを香ばしく焼き上げて
ホワイトアスパラガスとハマグリ、ハーブグリーンソースを添えて
Amadai croccante con salsa all’erbe aromatiche asparagi bianchi e fasorali

松阪牛のブルネッロ・ディ・モンタルチーノワイン煮込み
“ブラザート”
Brasato di manzo “Matsusaka” al Brunello di Montalcino

プロフィットロールマンゴー
Torta “profiterol”al mango

コーヒー

13,000円
（税込14,300円）
仕入れ状況により提供期間、内容等変更 となる場合がございます。
本コースで使用しているお米はイタリア米です。

Price is subject to a 10% service charge

税込価格に別途サービス料 10%を頂戴いたします。

DINNER MENU
2022.4.1 - 2022.6.6

Brillante
－華－

キャビアと毛蟹を浮かべたホワイトアスパラガスのブルーテ
Polpa di granchio e caviale ocetra in vellutata di asparagi bianchi

青森県大間産マグロのカルパッチョ
パルミジャーノチーズと25年熟成バルサミコヴィネガーを添えて
Carpaccio di tonno rosso "Ooma" con patate, insalata,
parmigiano ed aceto balsamico tradizionale

オマール海老
フォアグラと共にジェノヴァ風バジルペーストが香るスープ仕立て
Astice e scaloppa di fegato grasso in brodo
con pomodoro fresco e pesto alla genovese

生ウニのリゾット
ライムが香るアオリイカを添えて

Risotto ai ricci di mare con tagliatelle di seppia al lime

玄界灘で水揚げされたうまみたっぷりのクエのアックア・パッツァ
Pesce Kue all’acqua pazza con asparagi bianchi e verdure stufate

黒アワビのペペロンチーノパスタ

Spaghetti all’abalone, acciughe e tartufo estivo

松坂牛フィレ肉のグリル
熊崎農園のニンジンとオレンジのサラダ、
ピューレと艶煮を添えて

Filetto di manzo “Matsusaka” sulla griglia
con insalata di carote “Kumasaki”, arance, uvetta e pinoli

抹茶
フレッシュなグレープフルーツとヘーゼルナッツのアクセント
Mousse di te’verde con mousse e gelatina di pompelmo
con assortimento di nocciole

コーヒー

17,000円
（税込 18,700円）
※別途サービス料10％を申し受けます。
※仕入れ状況により提供期間、内容等変更 となる場合がございます。
当店で使用しているお米はイタリア米です。

DINNER MENU
2022.4.1 - 2022.6.6

旬Collection

黒アワビ エキストラヴァージンオリーブ油の中で
じっくり柔らかく煮込んで 生ウニとお野菜と共に

Abalone cotto in olio all’aglio ed acciughe con ricci di mare e verdure stagionali

新物オシェトラキャビアの冷製スパゲッティーニ
Insalata di spaghettini al caviale Osetra ed erba cipollina

オマールブルーのブルスケッタ仕立て
Bruschetta di astice blu

ピエモンテ風近江牛のタルタル
ローズペッパー風味のブッラータチーズを添えて

Battuto di manzo “Oomi” con burrata al pepe rosa, scalogno in agrodolce

海明け毛蟹のリゾット

Risotto al granchio “Kegani”

キンキ シチリア風に
フルーツトマトとオリーブ、ケッパーのソースで

Kinki al pomodoro fresco, capperi ed olive nere con fasorali e patate confite

神戸牛フィレ肉の塩殻包み焼き 淡路タマネギのオーブン焼き
ブルネッロ・ディ・モンタルチーノワインのソース
Filetto di manzo “Kobe” in crosta di sale
con arrosto di cipolla Awagi, salsa al Brunello di Montalcino

枇杷 アプリコットと合わせて

Crema di albicocche con nespole e decorazioni di gelatina

抹茶
フレッシュなグレープフルーツとヘーゼルナッツのアクセント
Mousse di te’verde con crema e gelatina di pompelmo

コーヒー
Cafe

23,000円
（税込25,300円）
仕入れ状況により提供期間、内容等変更 となる場合がございます。
当店で使用しているお米はイタリア米です。

Price is subject to a 10% service charge

税込価格に別途サービス料 10%を頂戴いたします。

