DINNER

MENU

2022.9.1 - 2022.10.31

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
ボッタルガをのせたホタテ貝のソテー ナポリ風ズッキーニのマリネと共に
Noci di capesante confite con bottarga, zucchini alla scapece

トスカーナ名物

カネッリーニ豆と野菜、パンの煮込み“リボッリータ”
Ribollita

愛媛県産天然真鯛のアックア・パッツァで和えたスパゲッティ
Spaghetti all’acqua pazza di orata e broccoli

群馬県産くちどけ加藤ポーク ポルチーニ茸とレモン風味
ポテトのコンフィと秋トリュフ
Lombo di maiale Kato ai funghi porcini allo zafferano e limone
con patate confite e tartufo autunnale

モンテビアンコ

梨のジェラート

Montebianco con gelato alle pere giapponesi

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

2022.9.1 - 2022.10.31

Evasione e Territorio
－愛－
CREATIVO

ボッタルガ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
Noce di capesante con insalata di finocchio e melone e bottarga
オマール海老とナポリ風カリフラワーとパプリカのサラダ
Astice con insalata di rinforzo napoletana

アワビとサマーポルチーニ茸のコンソメスープ

燻製スカモルツァチーズをのせて
Brodo di abalone e funghi porcini con scamorza affumicata
生ウニのクリーミースパゲッティ
Spaghetti ai ricci di mare
甘鯛 ウロコを香ばしく焼き上げて
秋トリュフのドレッシングとブロッコリー
Amadai con broccoli, vinaigrette al tartufo nero
熊本県産赤牛のグリル焼き
イタリアワインの女王ブルネッロ・ディ・モンタルチーノのソース いろいろ秋野菜
Manzo rosso sulla griglia con verdure stagionale
salsa al Brunello di Montarcino

葡萄のセミフレッド サングリアのイメージで
Semifreddo all’uva come una sangria

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

2022.9.1 - 2022.10.31

Breve
～ショートコース～

ボッタルガ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

Noci di capesante con insalata di finocchio e melone e bottarga

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 oscietra 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” imaginando Venezia

旬のノドグロ
トスカーナ風パンとトマトのサラダ“パンツァネッラ”添え
Nodoguro con panzanella toscana

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

葡萄のセミフレッド

サングリアのイメージで

Semifreddo all’uva come una sangria

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

2022.9.1 - 2022.10.31

Brillante
－華－

キャビア・オシェトラと毛ガニ カブのクリーム
Polpa di granchio e caviale oscietra con crema di rape
フォアグラのエスプレッソコーヒー風味とマンゴー
Fegato grasso al caffé con mango
伊勢海老とウニのスープ仕立て
Zuppa di aragosta e ricci di mare
旬のノドグロ

トスカーナ風パンとトマトのサラダ“パンツァネッラ”添え
Nodoguro con panzanella toscana

お好みのスパゲッティをおひとつお選びください
・大間マグロのペペロンチーノスパゲッティ
Spaghetti AOP con tonno Ouma

・黒アワビと秋トリュフのスパゲッティ
Spaghetti con tartufo nero e autunnale

・松茸のスパゲッティ

Spaghetti con fungo Matsutake

飛騨牛フィレ肉 タジャスカオリーブとレモンの風味で
淡路島産タマネギのオーブン焼き
Filetto di manzo “Hida” alle olive Taggiasche
con cipolla Awagi arrosto
無花果のムース
カシスのクリームと赤ワインのジュレを閉じ込めて
Crema di ribes e gelatina di vino imprigionate in mousse di fichi

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

2022.9.8 - 2022.10.31

Italian Beef Course
飛騨牛＆近江牛

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
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
近江牛と飛騨牛グリルの食べ比べ
トリュフ塩を添えて
グリル野菜を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 di Oumi e Hida sulla griglia con verdure,
vinaigrette d’aceto di vino rosso e sale al tartufo nero
無花果のムース
赤ワインのジュレを閉じ込めて
gelatina di vino imprigionate in mousse di fichi
コーヒー
Caffe’

20,000円

（税込22,000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

2022.9.1 - 2022.10.31

詳しいご案内は
こちら

The Premium Dinner
―グローバルコレクション

3大キャビア—

キャビア1 海風
フランス産キャビアベルーガ/宮城産ホタテ貝/三浦半島のトマト
キャビア2 瀬戸の花嫁
瀬戸内産キャビアベステル/稲庭手延べパスタ
小豆島井上誠耕園のオリーブオイル
キャビア3 うま味とうま味
ベルギー産キャビアオシェトラ/愛知県産うなぎ
山海のコネクト
房州産黒アワビ/松茸
からっ風と黒潮
香川県産小麦粉「讃岐の夢」の自家製麺/千葉県産伊勢海老/タジャスカ産オリーブ
大地の息吹
神戸牛フィレ肉/三浦半島のいろいろ野菜/静岡県産ワサビ
デザート
シャインマスカット

エルダーフラワーの香り

無花果のムース
カシスのクリームと赤ワインのジュレを閉じ込めて

コーヒー
Caffe’

25,000円
（税込27,500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。

