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

MOZART 
 

 

Mackerel pike and eggplant involtini with tomato and plum jam 

秋刀魚と長茄子のインボルチーニ 

～トマトと梅のマルメラータ～ 

——————————————— 

Today's risotto 

本日のリゾット 

———————————————— 

Home and hand-made pasta with Japanese duck and mixed mushroom sauce 

自家製手打ちパスタ 

倭鴨と様々な茸のソース 

———————————————— 

Fresh fish from Akune (Kagoshima Prefecture)  

with ancient rice risotto in log-grown shiitake mushroom broth 

鹿児島県阿久根から届いた鮮魚 

原木椎茸のブイヨンと古代米のリゾット 

Or 又は 

Roasted yamato beef with scamorza affumicata cheese and Nara vegetables 

大和牛のロースト 

スカモルツァアフミカータと奈良のお野菜 

———————————————— 

Cinnamon cannoli with season's fruit 

シナモン香るカンノーリ 

～旬の果実と共に～ 

———————————————— 

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 

 

Mackerel pike and eggplant involtini with tomato and plum jam 

秋刀魚と長茄子のインボルチーニ 

～トマトと梅のマルメラータ～ 

——————————————— 

Mont-Saint-Michel mussles flan 

モンサンミッシェル産ムール貝のフラン 

———————————————— 

Home and hand-made pasta with Japanese duck and mixed mushroom sauce 

自家製手打ちパスタ 倭鴨と様々な茸のソース 

———————————————— 

Fresh fish from Akune (Kagoshima Prefecture)  

with persimmon leaves and butter sauce 

鹿児島県阿久根から届いた鮮魚 柿の葉のバターソース 

———————————————— 

Roasted yamato beef with scamorza affumicata cheese and Nara vegetables 

大和牛のロースト 

スカモルツァアフミカータと奈良のお野菜 

———————————————— 

Dessert of a bite size 

一口のデザート 

———————————————— 

Mont Blanc with cassis and chocolate  

モンブラン 

カシスとチョコレートのアンサンブル 

———————————————— 

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 
 

Mackerel pike and eggplant involtini with tomato and plum jam 

秋刀魚と長茄子のインボルチーニ 

～トマトと梅のマルメラータ～ 

———————————————— 

Mont-Saint-Michel mussles flan 

モンサンミッシェル産ムール貝のフラン 

———————————————— 

Pampkin and chestnut tortellini with foie gras and truffle 

南瓜と栗のトルテリーニ 

～フォアグラとトリュフ～ 

———————————————— 

Home and hand-made pasta with Japanese duck and mixed mushroom sauce 

自家製手打ちパスタ 倭鴨と様々な茸のソース 

———————————————— 

Fresh fish from Akune (Kagoshima Prefecture)  

with persimmon leaves and butter sauce 

鹿児島県阿久根から届いた鮮魚 柿の葉のバターソース 

———————————————— 

Roasted kurogewagyu beef  

with annoimo potato gnocchi in binchotan charcoal aroma 

黒毛和牛のロースト 

安納芋のニョッキと備長炭の香り 

———————————————— 

Dessert of a bite size 

一口のデザート 

———————————————— 

Mont Blanc with cassis and chocolate  

モンブラン 

カシスとチョコレートのアンサンブル 

———————————————— 

Coffee/ Petit fours 

コーヒー/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 


