From MAY 31 – JUNE 30
5月31日~6月30日

Foie Gras
フォアグラ

Cigar
シガー

Lobster Roll
ロブスターロール

Rocky Road
ロッキーロード

chestnut/ walnut
栗 / くるみ

duck leg / sesame ash / sweet onion
鴨モモ / 胡麻の灰 / 玉ねぎ

brioche / espuma
ブリオッシュ / エスプーマ

marshmallow / chocolate / truffle
マシュマロ / チョコ / トリュフ

●

●

●

●

Lollipop

Ｃappuccino
カプチーノ

Chicken Parmesan
チキンパルメザン

Pumpkin Pie
パンプキンパイ

mushroom / froth
茸 / 泡

pasta / tomato
パスタ / トマト

fondant / liquid nitrogen
フォンダン / 液体窒素

ロリポップ
pork / apple
豚 / りんご
●

Ceviche
セビーチェ
chutoro / scallop / yuzu
中トロ / 帆立 / 柚子

●

●

●

Grouper
ハタ

Curry
カレー

Rum & Raisin
ラムレーズン

black pepper / smoke
黒胡椒 / 煙

lamb / chutney
子羊 / チャツネ

solid / liquid
固体 / 液体

●

●

Cottage Pie
コテージパイ

After Eight
アフターエイト

wagyu / soil
和牛 / 土

chocolate / mint / meringue
チョコレート / ミント / メレンゲ

18,000

All prices are in Japanese Yen, exclusive of consumption tax and subject to 13% service charge.
If you have any questions about the origin of the ingredients used by our chefs, please ask your server.
上記は日本円での表示価格で、別途消費税と 13%のサービス料を申し受けます。使用食材につきましては、スタッフにお尋ねください。

Beverage Pairing for Tapas Molecular Bar
Wine Pairing

MOcktail Pairing

NV Louis Roederer Brut Premier, Champagne, France

Apple & Pepper

ルイ ロデレール ブリュット プルミエ
シャンパーニュ フランス

アップルペッパー

Non-alcoholic White Wine, Apple Juice, Sansho Pepper

2016 Solaris, Shinshu Sauvignon Blanc, Nagano, Japan

Orchard

ソラリス 信州 ソーヴィニョン ブラン 長野 日本

オーチャード

Lychee Juice, Shiso Leaf, Fresh Grape

2015 Jermann, Were Dreams, Chardonnay
Friuli-Venezia Giulia, Italy
イエルマン ワードリームス シャルドネ
フリウリ ヴェネツィア ジュリア イタリア

2011 Fratelli Serio & Battista Borgogno, Barolo Cannubi
Piemonte, Italy

Black Fig
いちじく

Non-alcoholic White Wine, Black Fig
Apple Juice

Harvest

フラッテリ セリオ & バッティスタ ボルゴーニョ バローロ カンヌビ
ピエモンテ イタリア

秋のめぐみ

2012 Twomey, Merlot, Napa Valley, United States

Persimmon Paste, Yuzu Juice
Rose Mary, Tonic Water, Simple Syrup

トゥーミー メルロー ナパヴァレー アメリカ

NV Domaine des Soulanes, Maury Hors d’Age
Languedoc-Rousillon, France
ドメーヌ デ スラン モーリー オールダージュ
ラングドック ルーション フランス

Chestnut Coffee
栗コーヒー

Pure Coffee, Eitaro Japanese Black syrup
Chestnut Paste

12,000

All prices are in Japanese Yen, exclusive of consumption tax and subject to 13% service charge.
上記は日本円での表示価格で、別途消費税と13％のサービス料を申し受けます。

8,000

