
Imposte 8% e servizio 10% a parte  別途 税 8％・サービス料 10％ 

MOZART 

 

Yellowtail involtini with mixed daikon radish salad ブリのインボルチーニ さまざまな大根のサラダと共に 

———————————————— 

Steamed monkfish royale custard  鮟鱇のロワイヤル サイフォン仕立て 

———————————————— 

Home-made garganelli in tuna cheek sauce マグロ頬肉のラグーで和えた自家製ガルガネッリ 

———————————————— 

Yamato beef thigh cutlet with mushroom fricassee and saffron risotto 大和牛モモ肉のカツレツ 茸のフリカッセとサフランのリゾット 

———————————————— 

Choice of  dessert (kotoka,unshumikan,kougyoku) 古都華、温州みかん、紅玉の中からお好みのデザートを 

———————————————— 

Coffee コーヒー 

————— 

Petit fours 小菓子 

 

7,000 
Questo menu è servito per il tavolo al completo. テーブルごとに同じメニューをお選びください 



Imposte 8% e servizio 10% a parte  別途 税 8％・サービス料 10％ 

WAGNER 
 

Yellowtail involtini with mixed daikon radish salad ブリのインボルチーニ さまざまな大根のサラダと共に 

———————————————— 

Steamed monkfish royale custard  鮟鱇のロワイヤル サイフォン仕立て 

———————————————— 

Duck thigh garganelli with Nara vegetables 鴨モモ肉のガルガネッリ 奈良のお野菜と共に 

———————————————— 

Sautéed today's fresh fish with squid ink risotto in lemon sauce 本日の鮮魚のポワレ イカ墨のリゾットと爽やかなレモンソース 

———————————————— 

Yamato beef thigh cutlet with mushroom fricassee and saffron risotto 大和牛モモ肉のカツレツ 茸のフリカッセとサフランのリゾット 

———————————————— 

Kumquat compote 金柑のコンポート 

———————————————— 

Choice of  dessert (kotoka,unshumikan,kougyoku) 古都華、温州みかん、紅玉の中からお好みのデザートを 

———————————————— 

Coffee コーヒー 

————— 

Petit fours 小菓子 

 

9,500 
Questo menu è servito per il tavolo al completo. テーブルごとに同じメニューをお選びください 



Imposte 8% e servizio 10% a parte  別途 税 8％・サービス料 10％ 

VERDI 
 
 

Yellowtail involtini with mixed daikon radish salad ブリのインボルチーニ さまざまな大根のサラダと共に 

———————————————— 

Cabbage-wrapped foie gras with mushroom and taro potato in porto wine sauce フォアグラのキャベツ包み 茸と里芋 ポルト酒のソース 

———————————————— 

Steamed monkfish royale custard  鮟鱇のロワイヤル サイフォン仕立て 

———————————————— 

Duck thigh garganelli with Nara vegetables 鴨モモ肉のガルガネッリ 奈良のお野菜と共に 

———————————————— 

Sautéed today's fresh fish with squid ink risotto in lemon sauce 本日の鮮魚のポワレ イカ墨のリゾットと爽やかなレモンソース 

———————————————— 

Chargrilled yamato beef loin in rich-flavored red wine sauce 大和牛ロースの炭火焼き 薫り高い赤ワインソース 

———————————————— 

Kumquat compote 金柑のコンポート 

———————————————— 

Choice of dessert (kotoka,unshumikan,kougyoku) 古都華、温州みかん、紅玉の中からお好みのデザートを 

———————————————— 

Coffee コーヒー 

————— 

Petit fours 小菓子 

 

 

13,000 
Questo menu è servito per il tavolo al completo. テーブルごとに同じメニューをお選びください 



Imposte 8% e servizio 10% a parte  別途 税 8％・サービス料 10％ 

CARTA BIANCA 

 その季節、その日にしか入荷しない、 厳選された食材をベースにした、シェフお薦め特別コース 
 

 

 

 

 Starter 小前菜 
————— 

Appetizer 前菜 
—————  

Appetizer 前菜 
————— 

Pasta パスタ 
————— 

Fish 魚料理 
————— 

Meat 肉料理 
————— 

Pre-dessert プレデザート 
————— 

Dessert デザート 
————— 

Coffee コーヒー 
————— 

Petit fours 小菓子 
 

 

 

 

20,000 
 

Questo menu è servito per il tavolo al completo. テーブルごとに同じメニューをお選びください 


