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

MOZART 
 

 

Akune marinated fresh fish with Nara vegetable in gazpacho sauce 

鹿児島県阿久根市から届いた鮮魚のマリネ 

奈良のお野菜のガスパチョのソース 

———————————————— 

Today’s hot appetizer 

本日の温かい前菜 

———————————————— 

Octopus and olive spaghetti in oba leaves sauce with coriander accent 

蛸とオリーブのスパゲッティ 

大葉のソースとコリアンダーのアクセント 

Or 又は 

Lobster and sea urchin spaghetti 

オマール海老と雲丹のスパゲッティ（＋￥1,000） 

———————————————— 

Sautéed market fresh fish with Hiroshima mussels and vegetable soup  

産地直送鮮魚のソテー 広島県産ムール貝とお野菜のスープ 

Or  又は 

Roasted French charolais beef with porcini mushroom   

フランス産シャロレー牛のロースト ポルチーニ茸と共に 

———————————————— 

Choice of dessert  

(Lavender, Sunflower ,Beautiful green,) 

〈ラベンダー、向日葵、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 

 

Akune marinated fresh fish with Nara vegetable in gazpacho sauce 

鹿児島県阿久根市から届いた鮮魚のマリネ 

奈良のお野菜のガスパチョのソース 
———————————————— 

Foie gras ravioli with harmony of corn and truffle 

フォアグラのラビオリ 

玉蜀黍とトリュフの奏で 

———————————————— 

Lobster and sea urchin spaghetti 

オマール海老と雲丹のスパゲッティ 

———————————————— 

Market fresh seafood soup 

産地直送鮮魚のズッパ ディ ペッシェ 

———————————————— 

Roasted French charolais beef with porcini mushroom   

フランス産シャロレー牛のロースト 

ポルチーニ茸と共に 

———————————————— 

Dessert of a bite size 

一口のデザート 

———————————————— 

Choice of dessert  

(Lavender, Sunflower ,Beautiful green,) 

〈ラベンダー、向日葵、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 
 

 

Akune marinated fresh fish with Nara vegetable in gazpacho sauce 

鹿児島県阿久根市から届いた鮮魚のマリネ 

奈良のお野菜のガスパチョのソース 

———————————————— 

Tomato cold capellini in caprese style 

トマトの冷たいカッペリーニ カプレーゼ仕立て 

———————————————— 

Foie gras ravioli with harmony of corn and truffle 

フォアグラのラビオリ 玉蜀黍とトリュフの奏で 

———————————————— 

Lobster and sea urchin spaghetti 

オマール海老と雲丹のスパゲッティ 

———————————————— 

Market fresh seafood soup 

産地直送鮮魚のズッパ ディ ペッシェ 

———————————————— 

Chargrilled kuroge wagyu beef in red wine sauce and horseradish cream 

黒毛和牛の炭火焼 赤ワインソースとレフォールのクリーム 

———————————————— 

Dessert of a bite size 

一口のデザート 

———————————————— 

Choice of dessert  

(Lavender, Sunflower ,Beautiful green,) 

〈ラベンダー、向日葵、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 


