
Piatto del Oggi
Secondo　Piatto　～メイン～　

1. 三元豚のロースト

２. ニュージーランド産　仔羊モモ肉のロースト

３．本日のお魚のお料理

　 ４．北海道産　合鴨スノーホワイト”の胸肉のロースト+￥５００

5. 牛肉のタリアータ　+￥８００

Dolce ～デザート～

１．自家製ティラミス

２．本日の焼き菓子

   ３．ピンクグレープフルーツのゼリー　白ワインのムースとともに

4. アメリカンチェリーのクラフティー

※Aコースご注文のお客様はデザートを

+￥５００円でご注文いただけます。



Piatto del Oggi 本日のお料理　　       Piatto del Oggi            本日のお料理
～前菜～

前菜盛り合わせ

～パスタ～
1. 魚介のラグーソース　”タリオリーニ”

2. いろいろきのこのクリームソース　”タリアテッレ”

3. やりいかとアーティチョーク、フレッシュトマトのオイルベース　”タリオリーニ”

4. ぜんな蛤とレタスのオイルベース　カラスミをかけて　”タリオリーニ”　＋￥５００

5. イベリコ豚の煮込みソース　”パッパルデッレ”＋￥５００

6. 手長海老の軽いトマト風味　”バヴェッテ”+￥８００

～メイン～
1. 三元豚のロースト

２. ニュージーランド産　仔羊モモ肉のロースト

　３．本日のお魚のお料理

４. 北海道産　合鴨”スノーホワイト”の胸肉のロースト+￥500

5. 牛肉のタリアータ　+￥800

～デザート～
１. 自家製ティラミス
2. 本日の焼き菓子

3. ピンクグレープフルーツのゼリー
白ワインのムースとともに

4. アメリカンチェリーのクラフティー

～カフェ～
コーヒー／紅茶／エスプレッソ／カフェオレ／カプチーノ

～ハーブティー～
ミント /レモングラス /カモミール／ハイビスカス

～前菜～

前菜盛り合わせ

～パスタ～
1. 魚介のラグーソース　”タリオリーニ”

2. いろいろきのこのクリームソース　”タリアテッレ”

3. やりいかとアーティチョーク、フレッシュトマトのオイルベース　”タリオリーニ”

4. ぜんな蛤とレタスのオイルベース　カラスミをかけて　”タリオリーニ”　＋￥５００

5. イベリコ豚の煮込みソース　”パッパルデッレ”＋￥５００

6. 手長海老の軽いトマト風味　”バヴェッテ”+￥８００

～メイン～
1. 三元豚のロースト

２. ニュージーランド産　仔羊モモ肉のロースト

　３．本日のお魚のお料理

４. 北海道産　合鴨”スノーホワイト”の胸肉のロースト+￥500

5. 牛肉のタリアータ　+￥800

～デザート～
１. 自家製ティラミス
2. 本日の焼き菓子

3. ピンクグレープフルーツのゼリー
白ワインのムースとともに

4. アメリカンチェリーのクラフティー

～カフェ～
コーヒー／紅茶／エスプレッソ／カフェオレ／カプチーノ

～ハーブティー～
ミント /レモングラス /カモミール／ハイビスカス



B C～前菜～

前菜盛り合わせ

～パスタ～
1. 魚介のラグーソース　”タリオリーニ”

2. いろいろきのこのクリームソース　”タリアテッレ”

3. やりいかとアーティチョーク、フレッシュトマトのオイルベース　”タリオリーニ”

4. ぜんな蛤とレタスのオイルベース　カラスミをかけて　”タリオリーニ”　＋￥５００

5. イベリコ豚の煮込みソース　”パッパルデッレ”＋￥５００

6. 手長海老の軽いトマト風味　”バヴェッテ”+￥８００

～メイン～
1. 三元豚のロースト

２. ニュージーランド産　仔羊モモ肉のロースト

　３．本日のお魚のお料理

４. 北海道産　合鴨”スノーホワイト”の胸肉のロースト+￥500

5. 牛肉のタリアータ　+￥800

～デザート～
１. 自家製ティラミス
2. 本日の焼き菓子

3. ピンクグレープフルーツのゼリー
白ワインのムースとともに

4. アメリカンチェリーのクラフティー

～カフェ～
コーヒー／紅茶／エスプレッソ／カフェオレ／カプチーノ

～ハーブティー～
ミント /レモングラス /カモミール／ハイビスカス

～前菜～

新玉葱の冷製スープ

梅肉と帆立のタルタルをのせて

～・～

パルミジャーノチーズのリゾット
サマートリュフをかけて

～・～

本日の鮮魚のカルパッチョ

～・～

白レバーのポワレ
マンゴーと共に

～パスタ～

千葉県産　ぜんな蛤とレタスのオイルベース
カラスミをかけて

～メイン～

　　　　牛肉のタリアータ　　　

～デザート～

パイナップルのスプーマ

～カフェ～



Piatto del Oggi 本日のお料理 Piatto del Oggi 本日のお料理

～前菜～

前菜盛り合わせ

～パスタ～

いろいろきのこのクリームソース”タリアテッレ”

～メイン～

メヌケのオーブン焼き

～デザート～

ティラミス

～カフェ～

コーヒー／紅茶／カフェオレ／
～ハーブティー～

レモングラス /ミント /カモミール／ハイビスカス

～前菜～

前菜盛り合わせ

～パスタ～

いろいろきのこのクリームソース”タリアテッレ”

～メイン～

メヌケのオーブン焼き

～デザート～

ティラミス

～カフェ～

コーヒー／紅茶／カフェオレ／
～ハーブティー～

レモングラス /ミント /カモミール／ハイビスカス



旬の食材を散りばめたお料理を楽しめる
当店の基本的なコース

Cena A
￥5 ,800 -

※2名分よりご注文を承ります。
※コースでのお食事は 2時間程度を要します。ます。

Piatto del Giorno

旬の食材はもちろん、高級食材や
選べるメインが魅力のちょっと贅沢なコース

Cena Ｂ
￥7 ,800 -

～前菜～

新玉葱の冷製スープ

梅肉と帆立のタルタルをのせて

～・～
　

紋甲イカとイカスミの焼きリゾット

～・～

本日の鮮魚のカルパッチョ

～・～

花ズッキーニのフリット

　
～パスタ～

フルーツトマト　”アメーラ”とバジリコのトマトベース
”スパゲッティーニ”

～メイン～

　三元豚のロースト

または

   本日のお魚のお料理　　

　　

～デザート～

パイナップルのスプーマ

～カフェ～

～前菜～

冷製パスタ”カッペリーニ”

ケッカソース

～・～
　

インカのめざめのニョッキ
セージバターソース

イタリア産　サマートリュフをかけて

～・～

本日の鮮魚のカルパッチョ

～・～

白レバーのポワレ
マンゴーと共に

～・～
　

本日の鮮魚のお料理

～パスタ～

　
ツブ貝とブロッコリーのオイルベース

カラスミをかけて

～メイン～
1. スペイン産・イベリコ豚ロースのロースト　　　 

　
２. オーストラリア産　骨付き仔羊ロースのロースト
３. 北海道産　合鴨”スノーホワイト”の胸肉のロースト

 

　　
～デザート～

アメリカンチェリーのコンポート

～カフェ～



A B C
Antipasti ～前菜～

カリフラワーのパンナコッタ
キャビアをのせて

オルツォット
”大麦のリゾット”
トリュフとをかけて

本日の鮮魚のカルパッチョ

フォアグラとジロール茸のポワレ
スーゴソース

本日の鮮魚のお料理

Primo Piatto ～パスタ料理～

北海道産　白子と九条葱のオイルベース

Secondo Piatto ～メインディッシュ～　

宮崎産　黒毛和牛サーロインのロースト

Dolce ～デザート～

洋梨のコンポート

Caffe 食後のお飲み物～

Antipasti ～前菜～

＊冷製パスタ”カッペリーニ”
キャビアとともに

＊ペコリーノチーズを詰めたカペレッティ
パルマ産　生ハムとともに

＊本日の鮮魚のカルパッチョ

＊リードヴォーのポワレ
マンゴーとともに

＊オマール海老のオーブン焼

Primo Piatto ～パスタ料理～

雲丹と九条葱のオイルベース

Secondo Piatto ～メインディッシュ～　

黒毛和牛のカメノコのロースト

Dolce ～デザート～

イチゴのマリネ

Caffe ～食後のお飲み物～

～前菜～

新玉葱の冷製スープ

梅肉と帆立のタルタルをのせて

～・～

紋甲イカとイカスミの焼きリゾット

～・～

本日の鮮魚のカルパッチョ

～・～

花ズッキーニのフリット

～パスタ～

フルーツトマト　”アメーラ”とバジリコのトマトベース
”スパゲッティーニ”

～メイン～

　三元豚のロースト

または

   本日のお魚のお料理　　

～デザート～

パイナップルのスプーマ

～カフェ～

～前菜～

冷製パスタ”カッペリーニ”

ケッカソース

～・～

インカのめざめのニョッキ
セージバターソース

イタリア産　サマートリュフをかけて

～・～

本日の鮮魚のカルパッチョ

～・～

宮崎県産地鶏　白レバーのポワレ
宮崎県産マンゴーとともに

～・～

本日の鮮魚のお料理

～パスタ～

ツブ貝とブロッコリーのオイルベース
カラスミをかけて

～メイン～
1. スペイン産・イベリコ豚ロースのロースト

２. オーストラリア産　骨付き仔羊ロースのロースト
３. 北海道産　合鴨”スノーホワイト”の胸肉のロースト

～デザート～

アメリカンチェリーのコンポート

～カフェ～



Piatto del Oggi 本日のお料理　　 Piatto del Oggi 本日のお料理

～前菜～

新玉葱の冷製スープ

梅肉と帆立のタルタルをのせて

～・～
　

パルミジャーノチーズのリゾット
サマートリュフをかけて

～・～

本日の鮮魚のカルパッチョ

～・～

白レバーのポワレ
マンゴーと共に

～パスタ～

　
千葉県産　ぜんな蛤とレタスのオイルベース

カラスミをかけて

～メイン～

　　　　牛肉のタリアータ　　　

　　
～デザート～

パイナップルのスプーマ

～カフェ～

～前菜～

新玉葱の冷製スープ

梅肉と帆立のタルタルをのせて

～・～
　

パルミジャーノチーズのリゾット
サマートリュフをかけて

～・～

本日の鮮魚のカルパッチョ

～・～

白レバーのポワレ
マンゴーと共に

～パスタ～

　
千葉県産　ぜんな蛤とレタスのオイルベース

カラスミをかけて

～メイン～

　　　　牛肉のタリアータ　　　

　　
～デザート～

パイナップルのスプーマ

～カフェ～



Piatto del Oggi 本日のお料理　　      Piatto del Oggi　　　　　　　　本日のお料理

～前菜～

冷製パスタ”カッペリーニ”

ケッカソース

～・～
　

インカのめざめのニョッキ
セージバターソース

イタリア産　サマートリュフをかけて

～・～

本日の鮮魚のカルパッチョ

～・～

白レバーのポワレ
マンゴーと共に

～・～
　

本日の鮮魚のお料理

～パスタ～

　
ツブ貝とブロッコリーのオイルベース

カラスミをかけて

～メイン～
1. スペイン産・イベリコ豚ロースのロースト　　　 

　
２. オーストラリア産　骨付き仔羊ロースのロースト
３. 北海道産　合鴨”スノーホワイト”の胸肉のロースト

 

　　
～デザート～

アメリカンチェリーのコンポート

～カフェ～

～前菜～

冷製パスタ”カッペリーニ”

ケッカソース

～・～
　

インカのめざめのニョッキ
セージバターソース

イタリア産　サマートリュフをかけて

～・～

本日の鮮魚のカルパッチョ

～・～

白レバーのポワレ
マンゴーと共に

～・～
　

本日の鮮魚のお料理

～パスタ～

　
ツブ貝とブロッコリーのオイルベース

カラスミをかけて

～メイン～
1. スペイン産・イベリコ豚ロースのロースト　　　 

　
２. オーストラリア産　骨付き仔羊ロースのロースト
３. 北海道産　合鴨”スノーホワイト”の胸肉のロースト

 

　　
～デザート～

アメリカンチェリーのコンポート

～カフェ～



Piatto del Oggi 本日のお料理　　 Piatto del Oggi 本日のお料理
～前菜～

新玉葱の冷製スープ

梅肉と帆立のタルタルをのせて

～・～
　

紋甲イカとイカスミの焼きリゾット

～・～

本日の鮮魚のカルパッチョ

～・～

花ズッキーニのフリット

　
～パスタ～

フルーツトマト　”アメーラ”とバジリコのトマトベース
”スパゲッティーニ”

～メイン～

　三元豚のロースト

または

   本日のお魚のお料理　　

　　

～デザート～

パイナップルのスプーマ

～カフェ～

～前菜～

新玉葱の冷製スープ

梅肉と帆立のタルタルをのせて

～・～
　

紋甲イカとイカスミの焼きリゾット

～・～

本日の鮮魚のカルパッチョ

～・～

花ズッキーニのフリット

　
～パスタ～

フルーツトマト　”アメーラ”とバジリコのトマトベース
”スパゲッティーニ”

～メイン～

　三元豚のロースト

または

   本日のお魚のお料理　　

　　

～デザート～

パイナップルのスプーマ

～カフェ～



Piatto del Oggi 本日のお料理　　 Piatto del Oggi 本日のお料理

Antipasti ～前菜～

＊冷製パスタ”カッペリーニ”
キャビアとともに

＊ペコリーノチーズを詰めたカペレッティ
パルマ産　生ハムとともに

＊本日の鮮魚のカルパッチョ

＊リードヴォーのポワレ
マンゴーと共に

＊オマール海老のオーブン焼

Primo Piatto ～パスタ料理～

雲丹と九条葱のオイルベース

Secondo Piatto ～メインディッシュ～　

黒毛和牛のカメノコのロースト

Dolce ～デザート～
　　

イチゴのマリネ

Caffe ～食後のお飲み物～

Antipasti ～前菜～

＊冷製パスタ”カッペリーニ”
キャビアとともに

＊ペコリーノチーズを詰めたカペレッティ
パルマ産　生ハムとともに

＊本日の鮮魚のカルパッチョ

＊リードヴォーのポワレ
マンゴーと共に

＊オマール海老のオーブン焼

Primo Piatto ～パスタ料理～

雲丹と九条葱のオイルベース

Secondo Piatto ～メインディッシュ～　

黒毛和牛のカメノコのロースト

Dolce ～デザート～
　　

イチゴのマリネ

Caffe ～食後のお飲み物～



￥6.340 -

※2名分よりご注文を承ります。
※コースでのお食事は 2時間程度を要します。ます。

Piatto del Giorno

～前菜～

冷製パスタ”カッペリーニ”

ケッカソースをかけて

～・～
　

宮崎県産地頭っこの白レバーのポワレ
マンゴーとともに

～・～

桜鱒のミキュイとビーツのタルタル

～パスタ～

　
手長海老といろいろ魚介のペスカトーレ

”生パスタ　リングイネ”

～メイン～

牛のタリアータ
　　

～デザート～

本日のおすすめデザート

～カフェ～

５周年限定コース



Piatto del Oggi

Primi Piatti ～パスタ～

1.魚介のラグーソース　”タリオリーニ”

　2. いろいろきのこのクリームソース　”タリアテッレ”

3. やりいかとアーティチョーク、フレッシュトマトのオイルベース　”タリオリーニ”

4. ぜんな蛤とレタスのオイルベース　カラスミをかけて ”タリオリーニ”　＋￥５００

5．イベリコ豚の煮込みソース”パッパルデッレ”＋￥５００

6. 手長海老の軽いトマト風味　”バヴェッテ”+￥８００

   Caffe ～カフェ～

コーヒー /紅茶 /カフェオレ

(ホット　or アイス）

カプチーノ /エスプレッソ

～ハーブティー～

ミント /レモングラス /カモミール／ハイビスカス




