
  当店はイタリア米を使用しております。
季節により内容が変更になる場合がございます。ご了承くださいませ
上記の料金には、消費税・サービス料 ％が含まれております。

食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフに必ずお伝えください。
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前菜 

フルーツトマトのカプレーゼ ￥

モッツァレラ バジル オリーブキャビア

秋刀魚のカルパッチョ ￥

イクラ ザクロ 甘酸っぱいソース

サツマイモのスープ      ￥  

紅芋のニョッキ チョリソー 胡麻 

 

 

パスタ リゾット

 

ビアンコ ボロネーゼ      ￥  

豚トロミンチ トレッビアーノワイン ペコリーノチーズ 

 

ムール貝のシチリア風スパゲッティーニ    ￥  

アンチョビ フェンネル ニンニク 

ポルチーニリゾット      ￥  

舞茸 パンチェッタ タレッジョ 
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魚料理

平目のヴァポーレ      ￥  

魚介類のスープ サフラン ハーブサラダ 

 

神戸ポークばら肉のアグロドルチェ    ￥  

ポレンタ バルサミコ酢 ほろ苦いサラダ 

 

和牛ホホ肉の赤ワイン煮込み     ￥  

バローロ トリュフ ポレンタ 

 

和牛フィレ肉のロッシーニ     ￥  

フォアグラ トリュフ ポレンタ バローロソース 
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デザート

洋梨のセミフレッド ￥

弓削牧場のフロマージュフレ

栗のモンテビアンコ ￥

カシス、ハチミツ、メレンゲ

月替わりシーズナルメニュードルチェ ￥

チーズ

チーズアソート リコッタ タレッジョ ゴルゴンゾーラ ￥

プラムのチャツネ 弓削牧場のハチミツ
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