
     

 
 

 

 

 

【【【【 Menù Stagione 】】】】 
 

～～～～週末週末週末週末・・・・休日限定休日限定休日限定休日限定    スペシャルスペシャルスペシャルスペシャルランチランチランチランチ    ～～～～        （1 日 20 食限定コース） 
 

¥8,000～～～～ 

 
前菜前菜前菜前菜 / Starter 

 オマールオマールオマールオマール海老海老海老海老のミキュイとのミキュイとのミキュイとのミキュイと帆立貝帆立貝帆立貝帆立貝、、、、アボカドのカネロニアボカドのカネロニアボカドのカネロニアボカドのカネロニ仕立仕立仕立仕立てててて    トマトピュレのアクセントトマトピュレのアクセントトマトピュレのアクセントトマトピュレのアクセント    
Cold cannelloni of  homard lobster, scallop and avocado      

 

パスタパスタパスタパスタ / Pasta 
 松茸松茸松茸松茸とイタヤとイタヤとイタヤとイタヤ貝貝貝貝のスパゲッティのスパゲッティのスパゲッティのスパゲッティ        

Spaghetti with Matsutake mushroom and scallops             
肉料理肉料理肉料理肉料理 /Meat  黒毛和牛黒毛和牛黒毛和牛黒毛和牛のののの炭火焼炭火焼炭火焼炭火焼きききき        
Kuroge-Wagyu steak             

ドルチェドルチェドルチェドルチェ（（（（又又又又はチーズはチーズはチーズはチーズ）））） / Dessert or Assorted cheese 
 ～～～～下記下記下記下記よりおよりおよりおよりお好好好好みのドルチェがおみのドルチェがおみのドルチェがおみのドルチェがお選選選選びいただけますびいただけますびいただけますびいただけます～～～～    （（（（本日本日本日本日のチーズのチーズのチーズのチーズ 3333 種類盛合種類盛合種類盛合種類盛合せへのせへのせへのせへの変更変更変更変更もももも承承承承りますりますりますります。）。）。）。）        ・メロンを・メロンを・メロンを・メロンを添添添添えたクリームチーズのセミフレッドとダクワーズえたクリームチーズのセミフレッドとダクワーズえたクリームチーズのセミフレッドとダクワーズえたクリームチーズのセミフレッドとダクワーズ    アールグレイのソースとアールグレイのソースとアールグレイのソースとアールグレイのソースと共共共共にににに    

Cheese flavored semifreddo and dacquoise with melon 
 ・・・・4444 種種種種のぶどうのマチェドニアとのぶどうのマチェドニアとのぶどうのマチェドニアとのぶどうのマチェドニアと爽爽爽爽やかなヨーグルトのジェラートやかなヨーグルトのジェラートやかなヨーグルトのジェラートやかなヨーグルトのジェラート 

Grapes macedonia and yogurt ice cream  
 ※笠間笠間笠間笠間のののの栗栗栗栗のチェレステのチェレステのチェレステのチェレステ特製特製特製特製モンブランモンブランモンブランモンブラン    （（（（＋＋＋＋\\\\1,0001,0001,0001,000／／／／20202020 食限定食限定食限定食限定））））    

Celeste special “Mont-Blanc” (chestnut cake) 
      （（（（    10101010％％％％税金税金税金税金・・・・10101010％％％％サービスサービスサービスサービス料料料料 別別別別    ））））    

10% Tax and 10% Service charge not included



 
 

 Fórma-A）））） 前菜前菜前菜前菜    /    パスタパスタパスタパスタ    /    ドルチェドルチェドルチェドルチェ    /    コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    …¥3,500～～～～ 

 Starter / Pasta / Dessert / Coffee 
 

 Fórma-B）））） 前菜前菜前菜前菜 / メインディッシュメインディッシュメインディッシュメインディッシュ    /    ドルチェドルチェドルチェドルチェ    /    コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    …¥4,500～～～～ 
 Starter / Maindish / Dessert / Coffee 
 

 Fórma-C）））） 前菜前菜前菜前菜    /    パスタパスタパスタパスタ    /    メインディッシュメインディッシュメインディッシュメインディッシュ    /    ドルチェドルチェドルチェドルチェ    /    コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    …¥5,500～～～～ 
 Starter / Pasta / Maindish / Dessert / Coffee    
 

 

前菜前菜前菜前菜 / Starter     ・バルサミコ・バルサミコ・バルサミコ・バルサミコ酢酢酢酢でマリネしたでマリネしたでマリネしたでマリネした赤茄子赤茄子赤茄子赤茄子のグリリアとホのグリリアとホのグリリアとホのグリリアとホタテタテタテタテ貝貝貝貝    香味野菜香味野菜香味野菜香味野菜とバジルソースのアクセントとバジルソースのアクセントとバジルソースのアクセントとバジルソースのアクセント        
Red eggplant and scallop with green herbs sauce  ・イタリア・イタリア・イタリア・イタリア産生産生産生産生ハムハムハムハム（プロシュットとコッパ）、、、、自家製自家製自家製自家製ブレザオラブレザオラブレザオラブレザオラ（牛肉ハム）のサラダのサラダのサラダのサラダ仕立仕立仕立仕立てててて    

Prosciutto ham, coppa and homemade beef  ham with salad  ・やわらかく・やわらかく・やわらかく・やわらかく蒸蒸蒸蒸したしたしたした信玄鶏信玄鶏信玄鶏信玄鶏むねむねむねむね肉肉肉肉とととと野菜野菜野菜野菜のバーニャカウダーのバーニャカウダーのバーニャカウダーのバーニャカウダー    
Bagna cauda with chicken and vegetables            ※※※※オマールオマールオマールオマール海老海老海老海老のミキュイとのミキュイとのミキュイとのミキュイと完完完完熟熟熟熟トマトのピュレトマトのピュレトマトのピュレトマトのピュレ    アボカドサラダのカクテルアボカドサラダのカクテルアボカドサラダのカクテルアボカドサラダのカクテル仕立仕立仕立仕立てててて ( ( ( (＋＋＋＋\\\\1,000)1,000)1,000)1,000)    

Homard lobster cocktail with tomato puree and avocado     ※※※※フォアグラのソテーとフォアグラのソテーとフォアグラのソテーとフォアグラのソテーと赤赤赤赤ワインでマリネしたいちじくのコンポートワインでマリネしたいちじくのコンポートワインでマリネしたいちじくのコンポートワインでマリネしたいちじくのコンポート    黒黒黒黒いちじくのピュレといちじくのピュレといちじくのピュレといちじくのピュレと共共共共にににに ( ( ( (＋＋＋＋\\\\1,500)1,500)1,500)1,500)    
Foie gras sauté and figs     ※※※※柔柔柔柔らかくらかくらかくらかく蒸蒸蒸蒸したしたしたした蝦夷鮑蝦夷鮑蝦夷鮑蝦夷鮑のフランとそののフランとそののフランとそののフランとその肝肝肝肝のリゾットのリゾットのリゾットのリゾット    黒黒黒黒トリュフソースとトリュフソースとトリュフソースとトリュフソースと共共共共にににに    （（（（＋＋＋＋\\\\1,5001,5001,5001,500））））    

Hot pudding of  abalone with black truffle sauce   
パスタパスタパスタパスタ / Pasta 

 ・・・・宮崎県玉光園宮崎県玉光園宮崎県玉光園宮崎県玉光園のきのことサーモンのクリームスパゲッティのきのことサーモンのクリームスパゲッティのきのことサーモンのクリームスパゲッティのきのことサーモンのクリームスパゲッティ    トマトピュレのアクセントトマトピュレのアクセントトマトピュレのアクセントトマトピュレのアクセント    
Spaghetti cream sauce with salmon and mashrooms 

 ・・・・和牛和牛和牛和牛すじすじすじすじ肉肉肉肉とととと九条九条九条九条ネギのタリオリーニネギのタリオリーニネギのタリオリーニネギのタリオリーニ    濃厚濃厚濃厚濃厚なななな卵黄卵黄卵黄卵黄とととと共共共共にににに    
Tagliolini with beef, green onion and egg yolk     ※※※※うにクリームとほうれんうにクリームとほうれんうにクリームとほうれんうにクリームとほうれん草草草草のスパゲッティのスパゲッティのスパゲッティのスパゲッティ ( ( ( (＋＋＋＋\\\\800)800)800)800)    
Spaghetti sea urchin cream sauce with spinach     ※※※※ポルチーニポルチーニポルチーニポルチーニ茸茸茸茸とととと生生生生ハムのタリオリーニハムのタリオリーニハムのタリオリーニハムのタリオリーニ ( ( ( (＋＋＋＋\\\\800)800)800)800)    

Tagliolini with porcini mushroom and prosciutto ham     ※※※※松茸松茸松茸松茸とイタヤとイタヤとイタヤとイタヤ貝貝貝貝のスパゲッティのスパゲッティのスパゲッティのスパゲッティ    （（（（＋＋＋＋\\\\1,0001,0001,0001,000））））    
Spaghetti with Matsutake mushroom and scallops  ※※※※海老海老海老海老ときのこのからすみスパゲッティときのこのからすみスパゲッティときのこのからすみスパゲッティときのこのからすみスパゲッティ    ((((＋＋＋＋\\\\1,500)1,500)1,500)1,500)     Spaghetti with mushrooms and shrimps, bottarga flavor          

メイメイメイメインディッシュンディッシュンディッシュンディッシュ / Maindish     ・・・・鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚のグリリアのグリリアのグリリアのグリリア    甘酸甘酸甘酸甘酸っぱいバターソースっぱいバターソースっぱいバターソースっぱいバターソース    野菜野菜野菜野菜のキッシュとトレビスののキッシュとトレビスののキッシュとトレビスののキッシュとトレビスの炙炙炙炙りりりり    
Fresh fish grill with vegetables quiche, white butter sauce  ・イベリコ・イベリコ・イベリコ・イベリコ豚肩豚肩豚肩豚肩ロースのロースのロースのロースの炭火焼炭火焼炭火焼炭火焼きききき    かぼちゃのアランチーニとニョッキかぼちゃのアランチーニとニョッキかぼちゃのアランチーニとニョッキかぼちゃのアランチーニとニョッキ    サルサベルデのアクセントサルサベルデのアクセントサルサベルデのアクセントサルサベルデのアクセント    
Juicy pork grilled with pumpkin gnocchi and croquette  ※※※※黒毛和牛黒毛和牛黒毛和牛黒毛和牛もももももももも肉肉肉肉のののの炭火焼炭火焼炭火焼炭火焼きききき        （＋（＋（＋（＋\\\\1,5001,5001,5001,500））））    

Kuroge-Wagyu steak   
ドルチェドルチェドルチェドルチェ（（（（チーズチーズチーズチーズ 3333 種類盛合種類盛合種類盛合種類盛合せへのせへのせへのせへの変更変更変更変更もももも承承承承りますりますりますります）））） / Dessert or Assorted cheese plate     ・メロンを・メロンを・メロンを・メロンを添添添添えたクリームチーズのセミフレッドとダクワーズえたクリームチーズのセミフレッドとダクワーズえたクリームチーズのセミフレッドとダクワーズえたクリームチーズのセミフレッドとダクワーズ    アールグレイのソースとアールグレイのソースとアールグレイのソースとアールグレイのソースと共共共共にににに    

Cheese flavored semifreddo and dacquoise with melon 
 ・・・・4444 種種種種のぶどうのマチェドニアとのぶどうのマチェドニアとのぶどうのマチェドニアとのぶどうのマチェドニアと爽爽爽爽やかなヨーグルトのジェラートやかなヨーグルトのジェラートやかなヨーグルトのジェラートやかなヨーグルトのジェラート 

Grapes macedonia and yogurt ice cream  
 ※笠間笠間笠間笠間のののの栗栗栗栗のチェレステのチェレステのチェレステのチェレステ特製特製特製特製モンブランモンブランモンブランモンブラン    （（（（＋＋＋＋\\\\1,0001,0001,0001,000））））    

Celeste special “Mont-Blanc” (chestnut cake)       （（（（    表示金額全表示金額全表示金額全表示金額全てにてにてにてに 10101010％％％％税金税金税金税金・・・・10101010％％％％サービスサービスサービスサービス料料料料 別別別別    ））））    
10% Tax and 10% Service charge not included 

 ※当店の米は国産米を使用しております。 


