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

MOZART 
 

 

White asparagus panna cotta with marinated seafood and grapefruit jelly ホワイトアスパラガスのパンナコッタ 魚介のマリネとグレープフルーツのジュレと共に 

———————————————— 

Today’s hot appetizer 本日の温かい前菜 

———————————————— 

Italian rabbit confit with artichoke spaghetti イタリア産兎のコンフィとアーティチョークのスパゲッティ 

———————————————— 

Roasted lamb rack in sakura scent sauce 仔羊背肉のロースト 桜の香るソース 

———————————————— 

Choice of dessert  

(Cherry blossom flutter, flower garden Nara park in beautiful green,) 〈舞い散る桜、花畑、奈良公園の新緑〉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 

 

White asparagus panna cotta with marinated seafood and grapefruit jelly ホワイトアスパラガスのパンナコッタ 魚介のマリネとグレープフルーツのジュレと共に 

———————————————— 

Foie gras terrine with onion purée and cheese mousse フォアグラのテリーヌ 玉葱のピュレとチーズのムース 

———————————————— 

Firefly squid and wild vegetable spaghetti with season's first ginger accent  蛍烏賊と山菜のスパゲッティ 新生姜のアクセント 

———————————————— 

Sautéed today's fresh fish with bamboo shoot risotto and ichiban-dashi broth soup  本日の鮮魚のソテー 筍竹の子の焼きリゾットと一番出汁だしのスープ 

———————————————— 

Roasted lamb rack in sakura scent sauce 仔羊背肉のロースト 桜の香るソース 

———————————————— 

Dessert of a bite size 一口のデザート 

———————————————— 

Choice of dessert  

(Cherry blossom flutter, flower garden Nara park in beautiful green,) 〈舞い散る桜、花畑、奈良公園の新緑〉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 
 

 

Tomato amuse-bouche トマトの一口前菜 

———————————————— 

White asparagus panna cotta with marinated seafood and grapefruit jelly ホワイトアスパラガスのパンナコッタ 魚介のマリネとグレープフルーツのジュレと共に 

———————————————— 

Season's first onion flan with sautéed foie gras in black truffle sauce 新玉葱のフラン フォアグラのソテーと黒トリュフのソース 

———————————————— 

Firefly squid and wild vegetable spaghetti with season's first ginger accent  蛍烏賊と山菜のスパゲッティ 新生姜のアクセント 

———————————————— 

Sautéed today's fresh fish with bamboo shoot risotto and ichiban-dashi broth soup  本日の鮮魚のソテー 筍の焼きリゾットと一番出汁のスープ 

———————————————— 

Straw grilled yamato beef loin in fragrant red wine sauce 大和牛ロースの藁焼き 薫り高い赤ワインソース 

———————————————— 

Dessert of a bite size 一口のデザート 

———————————————— 

Choice of dessert  

(Cherry blossom flutter, flower garden Nara park in beautiful green,) 〈舞い散る桜、花畑、奈良公園の新緑〉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 

 
 

 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 


