
Chef's special

皐月
～May～

先付八寸
Assorted appetizers

・カプレーゼ・ビアンコ~"Caprese bianco"~

・蛍烏賊と山菜のなめろう、イカ墨のチップ～Squid and wild vegetable tartar,Squid ink chip～

・牡蠣のオイル煮と菊芋のピュレ~Smoked Oyster, Jerusalem artichoke puree~

・春子鯛とロザートのしゃりの粽寿司~"Chimaki-sushi"　 Kasugodai,Rosé wine　rice~

煮物椀
Steamed dish

新玉葱と雲丹のフラン　蛤と空豆　春キャベツのすり流し

～Sea urchin　and onion flan,Clam,broad bean　puree～

向付
Sashimi

　真鯛の焼き霜　桜煎り酒のエスプーマ、筍と根セロリのピュレ

~Red snapper,"Sakura-Irizake" Celeriac puree~

お凌ぎ
Bread

黒豆ときな粉、自家製天然酵母のパン・オ・ルヴァン 粕漬けにした豆腐のクリーム

~Pan au Levin,Tofu sour cream~

・
蕎麦粉と豆乳ヨーグルトのシフォン　蕎麦の実と米飴、10年樽熟成の朴葉味噌

~Buckwheat and soy yogurt chiffon cake~

強肴
Small confectionery？

・パルミジャーノ・レッジャーノのクレーム・ブリュレ~Parmesan cheese crème brûlée~

・西京漬けにしたフォアグラと苺の最中~Foie gras,Strawberry,Monaca~

・桜肉と花山椒のタルタルと味噌のラスク～Horse meat tartar,Miso rusk~

焼物
Cutlet

松坂牛サーロインのビステッカときたあかりのパンツェロティ、黒トリュフのソース

~Matuzaka-beef,Panzerotti,Truffle　sauce~

然
Shikari

乳酸発酵させた時季の野菜と果実のガスパッチョ　玉葱と甘酒、豆乳ヨーグルトのジェラート

~Lactic acid fermented vegetables and fruits,Onion and soy yogurt ice cream~

御飯
Risotto

鮑とグリーンアスパラのリゾット　カラスミと肝のソース

～abalone risotto,Liver source～

菓子
dessert

桜と酒粕のジェラートと蓬のクランブル　苺とレンズ豆の桜餡

～Cherry Blossoms and white chocolate ice cream,Wormwood Crumble～

水物
fruits

さくらんぼのソルベ　抹茶と甘酒のアフォガート

～"Sakura-Domyoji" ,Cherry sorbet,Matcha～

食後の御飲物
～Coffee or Tea～

18,000



Tasting menu
皐月

～May～

先付八寸
Assorted appetizers

・カプレーゼ・ビアンコ~"Caprese bianco"~

・蛍烏賊と山菜のなめろう、イカ墨のチップ～Squid and wild vegetable tartar,Squid ink chip～

・牡蠣のオイル煮と菊芋のピュレ~Smoked Oyster, Jerusalem artichoke puree~

・春子鯛とロザートのしゃりの粽寿司~"Chimaki-sushi"　 Kasugodai,Rosé wine　rice~

向付
Sashimi

　真鯛の焼き霜　桜煎り酒のエスプーマ、筍と根セロリのピュレ

~Red snapper,"Sakura-Irizake" Celeriac puree~

煮物椀
Steamed dish

新玉葱と雲丹のフラン　蛤と空豆　春キャベツのすり流し

～Sea urchin　and onion flan,Clam,broad bean　puree～

お凌ぎ
Bread

黒豆ときな粉、自家製天然酵母のパン・オ・ルヴァン 粕漬けにした豆腐のクリーム

~Pan au Levin,Tofu sour cream~

・
蕎麦粉と豆乳ヨーグルトのシフォン　蕎麦の実と米飴、10年樽熟成の朴葉味噌

~Buckwheat and soy yogurt chiffon cake~

強肴
Small confectionery？

・パルミジャーノ・レッジャーノのクレーマ・カラメル~Parmesan cheese crème brûlée~

・西京漬けにしたフォアグラと苺の最中~Foie gras,Strawberry,Monaca~

・桜肉と花山椒のタルタルとホワイトアスパラ～Horse meat tartar,Miso rusk~

焼物
Cutlet

仔羊のコトレッタとグリーンアスパラ　すぐき漬けとクスクス、大葉と古酒の香るスーゴ

~Lamb cutlet,Shiso-Cuscus,"Suguki"~

然
Shikari

乳酸発酵させた時季の野菜と果実のガスパッチョ　玉葱と甘酒、豆乳ヨーグルトのジェラート

~Lactic acid fermented vegetables and fruits,Onion and soy yogurt ice cream~

御飯
Risotto

するめ烏賊のリゾットと槍烏賊のソテー、発酵させた肝のソースと生姜と赤酢のアイオリ

～Squid risotto,Liver source,Aïoli～

菓子
dessert

桜と酒粕のジェラートと蓬のクランブル　苺とレンズ豆の桜餡

～Cherry Blossoms and white chocolate ice cream,Wormwood Crumble～

水物
fruits

さくらんぼのソルベ　抹茶と甘酒のアフォガート

～"Sakura-Domyoji" ,Cherry sorbet,Matcha～

食後の御飲物
～Coffee or Tea～

12,000



Degustazione
皐月
～May～

先付八寸
Assorted appetizers

・カプレーゼ・ビアンコ~"Caprese bianco"~

・蛍烏賊と山菜のなめろう、イカ墨のチップ～Squid and wild vegetable tartar,Squid ink chip～

・牡蠣のオイル煮と菊芋のピュレ~Smoked Oyster, Jerusalem artichoke puree~

・春子鯛とロザートのしゃりの粽寿司~"Chimaki-sushi"　 Kasugodai,Rosé wine　rice~

向付
Sashimi

　真鯛の焼き霜　桜煎り酒のエスプーマ、筍と根セロリのピュレ

~Red snapper,"Sakura-Irizake" Celeriac puree~

お凌ぎ
Bread

黒豆ときな粉、自家製天然酵母のパン・オ・ルヴァン 粕漬けにした豆腐のクリーム

~Pan au Levin,Tofu sour cream~

・
蕎麦粉と豆乳ヨーグルトのシフォン　蕎麦の実と米飴、10年樽熟成の朴葉味噌

~Buckwheat and soy yogurt chiffon cake~

然
Shikari

乳酸発酵させた時季の野菜と果実のガスパッチョ　玉葱と甘酒、豆乳ヨーグルトのジェラート

~Lactic acid fermented vegetables and fruits,Onion and soy yogurt ice cream~

強肴
Small confectionery？

・パルミジャーノ・レッジャーノのクレーム・ブリュレ~Parmesan cheese crème brûlée~

・西京漬けにしたフォアグラと苺の最中~Foie gras,Strawberry,Monaca~

焼物
Cutlet

仔羊のコトレッタとグリーンアスパラ　すぐき漬けとクスクス、大葉と古酒の香るスーゴ

~Lamb cutlet,Shiso-Cuscus,"Suguki"~

御飯替
pasta

本日のきまぐれパスタ

～Today's "pasta capricciosa"～

菓子
dessert

桜と酒粕のジェラートと蓬のクランブル　苺とレンズ豆の桜餡

～Cherry Blossoms and white chocolate ice cream,Wormwood Crumble～

水物
fruits

さくらんぼのソルベ　抹茶と甘酒のアフォガート

～"Sakura-Domyoji" ,Cherry sorbet,Matcha～

食後の御飲物

～Coffee or Tea～

8,800


