DINNER

MENU

2022.6.7 - 2022.8.31

Carpe diem
～光～
STAGIONE

自家燻製したアトランティックサーモンと
イクラ、カブの冷たいクリームスープ
Salmone affumicato e uova di salmone con crema fredda di rape
低温調理したホタテ貝のソテー
フィレンツェ風トマトとパンのサラダ“パンツァネッラ”と乾燥キャビアと共に
Noci di capesante confite
con panzanella croccante, ringotto di caviale
愛媛県産天然真鯛のソテー
ミントが香るナポリ風ズッキーニのピュレと共に
Orata con crema di zucchine alla menta e marmellata di limone
富山県産白エビのペペロンチーノスパゲッティ
ボッタルガをのせて
Spaghetti con gamberetti bianchi, erba cipollina e bottarga di muggine
群馬県産くちどけ加藤ポークのロースト
淡路島産タマネギのオーブン焼き
ポルチーニ茸とブロッコリー
Arista di maiale Kato con padellata di broccoli e funghi porcini,
cipolla Awagi in arrosto
ラビオリフルッタ ココナッツのジェラート
Ravioli alla frutta con gelato alla noce di cocco
コーヒー
Caffe’

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

2022.6.7 - 2022.8.31

Evasione e Territorio
－愛－
CREATIVO

カラスミをのせたホタテ貝のコンフィ
メロンとウイキョウのサラダと一緒に

Noci di capesante con insalata di finocchi e melone e bottarga

オマール海老とマンゴーをブルスケッタ仕立てで
Bruschetta di astice con mousse di avocado e mango

アワビとサマーポルチーニ茸のコンソメスープ
白トリュフオイルの香りをのせて

Brodo di abalone e funghi porcini al profumo di tartufo bianco

夏が旬の生ウニクリームスパゲッティ
Spaghetti ai ricci di mare

甘鯛 ウロコを香ばしく焼き上げて
フルーツトマトのガスパチョソースと共に
Amadai su letto di gazpacho

くまもとあか牛のグリル焼き トリュフ塩を添えて
いろいろ夏野菜をイタリア産赤ワインヴィネガーと
エキストラヴァージンオリーブオイルで和えて
Manzo sulla griglia con verdure estive al vapore,
vinaigrette d’aceto di vino rosso e sale al tartufo nero

パブロバ

パッションフルーツとパイナップル

Pavlova all frutto della passione e all’ananas

コーヒー
Caffe’

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

2022.6.7 - 2022.8.31

Breve
～ショートコース～

アワビとポルチーニ茸の柔らかアヒージョ
生ウニをソース代わりにのせて
Abalone cotto nell’olio all’aglio ed acciughe
con funghi porcini ricci di marew

オシェトラキャビアとアサツキの冷製スパゲッティーニ
Insalata di spaghettini al caviale ocetra ed erba cipollina

毛ガニのリゾット
水の都ヴェネツィアのイメージで

Risotto al granchio “Kegani” immaginando Venezia

甘鯛 ウロコを香ばしく焼き上げて
フルーツトマトのガスパチョソースと共に
Amadai su letto di gazpacho
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

パブロバ

パッションフルーツとパイナップル

Pavlova all frutto della passione e all’ananas

コーヒー
Caffe’

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
2022.6.7 - 2022.8.31

Brillante
－華－

オシェトラキャビアとアオリイカのサラダ
ライムの香りを添えて
Insalata di seppiae e caviale Osetra al lime

アワビとポルチーニ茸の柔らかアヒージョ
生ウニをソース代わりにのせて
Abalone cotto nell’olio all’aglio ed acciughe
con funghi porcini e ricci di mare

毛ガニのリゾット 水の都ヴェネツィアのイメージで
Risotto al granchio “Kegani” immaginando Venezia

旬のノドグロ ナポリ風アックア・パッツァ仕立てに
蛤とジャガイモのコンフィと、オリーブと共に
Nodoguro all’acqua pazza
con fasorali, patate, pomodoro, olive e capperi

伊勢海老のスパゲッティ
シチリア島高級リゾート地タオルミーナの雰囲気で
Spaghetti all’aragosta immaginando Taormina

飛騨牛フィレ肉といろいろ夏野菜のグリル焼き
イタリアワインの女王と呼ばれるブルネッロ・ディ・モンタルチーノのソース
Filetto di manzo “Hida” sulla griglia
con verdure stagionali salsa al Brunello di Montalcino

ライチとフランボワーズのパフェ仕立て
ローズの香りを閉じ込めて
Parfait con litchi e lamponi al profumo di rosa

コーヒー
Caffe’

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
2022.6.7 - 2022.8.31

詳しいご案内
はこちら

旬Collection
RACCOLTA STAGIONALE Da giugno 2022

毛ガニとオシェトラキャビアを浮かべたカブの冷製クリーム
Polpa di granchio e caviale Osetra in crema di rape

青森県産大間のマグロのタルタル
オシェトラキャビアとプーリア風アスパラガスソースと共に
Battuto di tonno rosso Ooma con caviale Osetra,
e vellutata di asparagi pugliese

生ウニのリゾット
アオリイカのマリネをのせて
Risotto ai ricci di mare

伊勢海老のスカモルツァチーズ焼きトースト
Crostone di aragosta con scamorza affumicata

黒アワビのジェノヴェーゼパスタ
Linguine con abalone e pesto genovese

神戸牛フィレ肉
フィレンツェ風トマトとパンのサラダ“パンツァネッラ”
ガスパチョソース
Filetto di manzo Kobe con Panzanella e salsa al gazpacho

メロン 緑茶のジュレで涼やかに
Melone con gelatin al te’ verde

ライチとフランボワーズのパフェ仕立て
ローズの香りを閉じ込めて
Parfait con litchi e lamponi al profumo di rosa

コーヒー
Caffe’

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。

