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Course Menu

価格は税込み表記です　Price included with tax.

Seasonal special dessert
季節のデザート

Symphony (pistaccio and raspberry’s cake) with ice cream
シンフォニー （ピスタチオとラズベリーのケーキ） アイス添え

Baked cheese cake with ice cream
スフレフロマージュ（チーズケーキ） アイス添え

Classic chocolate (dark chocolate cake) with ice cream
クラシックショコラ（チョコレートブラウニー） アイス添え

Strawberry ＆ pistachio parfait style
苺とピスタチオのパルフェ仕立て

Blend coffee 

Espresso

Blend Tea

Honey strawberry herb tea

Caramel tea

Kiemon earl gray

Masala Chai

Iced tea

Iced coffee

Coca cola

Ginger ale

Grapefruit juice

Orange juice

ブレンドコーヒー

エスプレッソ

ブレンドティー

ハニーストロベリーティー

キャラメルティー

キームンアールグレイ

マサラチャイ

アイスティー

アイスコーヒー

コーラ

ジンジャエール

グレープフルーツジュース

オレンジジュース　

Today’s ice cream
Today’s sherbet

本日のアイス
本日のシャーベット

¥550

¥550

Dessert Menu

下記よりお好みのスイーツとカフェをお選びください

Single item
スタッフまでお尋ねください

+

11:00～15:00（L.O） / 17:00～22:00（L.O）
各デザートは単品1,000円でご用意できます

¥1,600Dessert & Cafe Set　天空デザートカフェセット



◆　 L U N C H  C O U R S E  M E N U 　◆

¥2,400MAIN DISH LUNCH SET

Salad, Bread, Main dish
お好みのメインが一皿選べるランチセット （デザート＆カフェはプラス500円で）

¥2,980TOP LUNCH

Salad, Bread,“ Amuse Tower” 8 kinds of small appetizers, Main dish
名物のアミューズタワーが付いたお好みのメインが選べるコース （デザート＆カフェはプラス500円で）

Salad&Bread 【サラダ、パン】
ふわふわホイップシーザードレッシングのサラダ

Dessert＆Coffee 【デザート＆カフェ】　　+ ¥500
苺とピスタチオナッツのパルフェ仕立て　　　コーヒー   or    紅茶

▶ 2,400円・2,980円コースは別途+500円でデザート&カフェをお選びいただけます

◆　◆　◆

Main Dish【メインディッシュ】 
Please choose one Fish or Meat. 魚料理 又は 肉料理を一皿お選び下さい

Fish【魚料理】　鰆のロースト プロヴァンス ラタトゥイユ添え
or

Meat【肉料理】　パンチェッタでくるんだ霧島豚フィレ肉 新玉ねぎピューレとマルサラワインソース
or

Amuse Tower 8 kinds of small appetizers 【８種の小さな前菜 アミューズタワー】
サラダ茄子のバジルクリームディップ

鮪とアボカドのタルタルとスペルト小麦のサラダ
チリサーモンマリネとオクラのディル風味ゼリー寄せ

パションフルーツのクリームチーズ
リコッタチーズとモルタデッラ パイナップルのコンポートと共に
レバームースとパンドエピス ラズベリーのゼリーを添えて

ポルペッティーノ シチリア風
小海老のフリック巻き チリマヨネーズ

Salad&Bread 【サラダ、パン】
ふわふわホイップシーザードレッシングのサラダ

国産牛　南国黒牛のステーキ100ｇ　（+￥1,500）
Plus 1,500 yen change your meat menu to 「Dosmestic Beef Steak」

Main Dish【メインディッシュ】 
Please choose one Fish or Meat. 魚料理 又は 肉料理を一皿お選び下さい

Fish【魚料理】　鰆のロースト プロヴァンス ラタトゥイユ添え
or

Meat【肉料理】　パンチェッタでくるんだ霧島豚フィレ肉 新玉ねぎピューレとマルサラワインソース
or

国産牛　南国黒牛ステーキ100g　（+￥1,500）
Plus 1,500 yen change your meat menu to 「Dosmestic Beef Steak」
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Amuse Tower 8 kinds of small appetizers
【８種の小さな前菜 アミューズタワー】

サラダ茄子のバジルクリームディップ
鮪とアボカドのタルタルとスペルト小麦のサラダ
チリサーモンマリネとオクラのディル風味ゼリー寄せ

パションフルーツのクリームチーズ
リコッタチーズとモルタデッラ パイナップルのコンポートと共に
レバームースとパンドエピス ラズベリーのゼリーを添えて

ポルペッティーノ シチリア風
小海老のフリック巻き チリマヨネーズ

Salad,Bread 【サラダ、パン】
ふわふわホイップシーザードレッシングのサラダ

Amuse Tower 8 kinds of small appetizers
【８種の小さな前菜 アミューズタワー】

サラダ茄子のバジルクリームディップ
鮪とアボカドのタルタルとスペルト小麦のサラダ
チリサーモンマリネとオクラのディル風味ゼリー寄せ

パションフルーツのクリームチーズ
リコッタチーズとモルタデッラ パイナップルのコンポートと共に
レバームースとパンドエピス ラズベリーのゼリーを添えて

ポルペッティーノ シチリア風
小海老のフリック巻き チリマヨネーズ

Salad,Bread 【サラダ、パン】
ふわふわホイップシーザードレッシングのサラダ

One cheers drink from 30 items 【乾杯ワンドリンク】
30種のドリンクメニューからお選びください

¥6,800ANNIVERSARY LUNCH

One free drink,Salad, Bread,“ Amuse Tower” 8 kinds of small appetizers,
Fish, Sirloin steak, Anniversary dessert＆Coffee

記念日におすすめ　乾杯ドリンク付き 国産ブランド牛サーロインステーキコース

¥4,300TREE LUNCH

Salad, Bread,“ Amuse Tower” 8 kinds of small appetizers,
Fish, Meat, Dessert＆Coffee

旬の食材を使ったシェフおすすめのダブルメインフルコース

別途＋2,000円でワインフリーフローをお選びいただけます

シャンパン・白ワイン・赤ワインをお好きなだけお召し上がりください（90分）

Wine free-flow ワインフリーフロー　¥2,000

◆　◆　◆

Dessert＆Coffee 【デザート＆カフェ】
苺とピスタチオナッツのパルフェ仕立て

コーヒー   or    紅茶

Fish 【魚料理】
鰆のロースト プロヴァンス

ラタトゥイユ添え

Meat 【肉料理】
パンチェッタでくるんだ霧島豚フィレ肉
新玉ねぎピューレとマルサラワインソース

or
国産牛　南国黒牛ステーキ100g （+￥1,500）

Plus 1,500 yen change your meat menu to 「Dosmestic Beef Steak」

Fish 【魚料理】
鰆のロースト プロヴァンス

ラタトゥイユ添え

Meat 【肉料理】
国産ブランド牛のサーロインステーキ 100g

Anniversary Dessert＆Coffee 
【アニバーサリーデザート＆カフェ】

アニバーサリープレートにご希望のメッセージを添えてご用意いたします

コーヒー   or    紅茶
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◆　D I N N E R  C O U R S E  M E N U 　◆

¥5,500TOP DINNER

Soup, Bread,“ Amuse Tower” 8 kinds of small appetizers
Fish, Meat, Dessert＆Coffee

旬の食材をつかったダブルメインのスタンダードコース

Fish 【魚料理】
白甘鯛の若狭焼風ロースト
グリーンアスパラのリゾット添え

Dessert＆Coffee 【デザート＆カフェ】
盛り合わせデザート

苺のティラミス　苺のタルトレット　苺のシャーベット

コーヒー   or    紅茶

Soup&Bread 【スープ、パン】
グリーンピースの冷製ポタージュ 烏賊と南仏野菜のケークサレ

Amuse Tower 8 kinds of small appetizers
【８種の小さな前菜 アミューズタワー】

サラダ茄子のバジルクリームディップ
鮪とアボカドのタルタルとスペルト小麦のサラダ
チリサーモンマリネとオクラのディル風味ゼリー寄せ

パションフルーツのクリームチーズ
リコッタチーズとモルタデッラ パイナップルのコンポートと共に
レバームースとパンドエピス ラズベリーのゼリーを添えて

ポルペッティーノ シチリア風
小海老のフリック巻き チリマヨネーズ

Meat 【肉料理】
四万十ポークのローストとバルサミコヴィネガー煮込みの盛り合わせ

旬のお野菜と共に
or

国産牛　南国黒牛ステーキ100g　（+￥1,500）
Plus 1,500 yen change your meat menu to 「Dosmestic Beef Steak」

or
国産ブランド牛サーロインステーキ100g　（+￥2,000）

Plus 2,000 yen change your meat menu to 「Japanese brand steak」
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スパークリングワイン(ロゼ)、白赤ワイン、アサヒ生ビール、ウイスキー
カクテル、ソフトドリンクなど30種の飲み放題（90分）

Drink-flow from 30 items

¥8,500TENKU - ANNIVERSARY DINNER

Soup, Bread,“ Amuse Tower” 8 kinds of small appetizers
Fish, Sirloin steak, Anniversary dessert＆Coffee

記念日におすすめ 国産ブランド牛サーロインステーキとアニバーサリーデザートのコース

Fish 【魚料理】
白甘鯛の若狭焼風ロースト
グリーンアスパラのリゾット添え

Soup&Bread 【スープ、パン】
グリーンピースの冷製ポタージュ 烏賊と南仏野菜のケークサレ

Amuse Tower 8 kinds of small appetizers
【８種の小さな前菜 アミューズタワー】

サラダ茄子のバジルクリームディップ
鮪とアボカドのタルタルとスペルト小麦のサラダ
チリサーモンマリネとオクラのディル風味ゼリー寄せ

パションフルーツのクリームチーズ
リコッタチーズとモルタデッラ パイナップルのコンポートと共に
レバームースとパンドエピス ラズベリーのゼリーを添えて

ポルペッティーノ シチリア風
小海老のフリック巻き チリマヨネーズ

Meat 【肉料理】
国産ブランド牛のサーロインステーキ100g

Anniversary Dessert Plate＆Coffee 
【アニバーサリーデザートプレート＆カフェ】

豪華なアニバーサリープレートにご希望のメッセージを添えてご用意いたします

盛り合わせデザート

苺のティラミス　苺のタルトレット　苺のシャーベット

コーヒー   or    紅茶

¥3,000
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今月のおすすめ
This Month’s Recommendations

【Dinnerhours 17：00～22：00(Last Order)】

¥4,500Sirloin steak of Japanese brand beef  (100g)
国産ブランド牛サーロインステーキ 100ｇ

¥1,300Penne alla gorgonzola
ペンネ・アッラ・ゴルゴンゾーラ

¥1,300Penne arrabiata
ペンネ アラビアータ

¥1,600Camembert cheese gratin
まるごとカマンベールのグラタン

¥2,000Sliced assorted cold meats (Good with Beer and Wine)
コールドミートのオードブル盛り合わせ

¥1,200Shrimp wrapped in bricks Chili mayonnaise
小海老のブリック巻き チリマヨネーズ

¥1,100Tuna and avocado tartare with spelled salad
鮪とアボカドのタルタルとスペルト小麦のサラダ

¥2,000Wakasa-style roasted white tilefish served with green asparagus risotto
白甘鯛の若狭焼風ロースト グリーンアスパラのリゾット添え

¥2,200Assorted platter of roasted Shimanto pork and stewed with balsamic vinegar
四万十ポークのローストとバルサミコヴィネガー煮込みの盛り合わせ

価格は税込み表記です　Price included with tax.
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A LA CARTE

¥3,000
¥800
¥900
¥1,000
¥800
¥1,000
¥1,200
¥1,500
¥1,500
¥1,500

¥1,100
¥150

¥1,200
¥1,300
¥1,400
¥1,200
¥1,200
¥1,300
¥1,300

¥1,200
¥1,500

¥1,500

【11：00～22：00（Last Order）】
アラカルト

Amuse Tower （ assortment of 8 appetizers  serves 2 ）　
　　　　　　　　　　　　　 アミューズ・タワー  8品盛合せ （2名様）

Mixed Nuts　ミックス・ナッツ
Dried Fruits　ドライフルーツ
Chocolate Truffles　生チョコレート
Italian Olives　イタリア産 オリーブ
Milanese Salami　ミラノサラミ
Jamón  Ibérico （ uncured Iberian ham ）　ハモンイベリコ（イベリコ豚の生ハム）
Assorted Ham　ハム盛り合わせ
Assorted Cheese （ blue, bloomy rind, washed rind, hard ）　チーズ盛り合わせ（ブルー・白カビ・ウォッシュ・ハード）

Today’s Carpaccio　本日のカルパッチョ

Today’ 　s Ajillo　本日のアヒージョ
Bread （ One pieces ）　パン（1個）

Margherita Pizza　マルゲリータ・ピッツァ
Quattro Formaggii　4種のチーズ・ピッツァ
Pancetta and Milanese salami Pizza　パンチェッタとサラミのピッツァ
Today’ 　s Tomato Pasta　本日のトマトソース 生パスタ
Today’ 　s Oil Pasta　本日のオイル 生パスタ
Walleye Pollock Roe Cream Pasta　明太子クリーム 生パスタ
Carbonara　カルボナーラ

Caesar salad with whipped mousse dressing　ふわふわホイップシーザードレッシングのサラダ
Prosciutto green salad　プロシュートたっぷりのイタリアンサラダ
Burrata cheese and fruit tomatos salad with Italian dressing
　 まるごとフレッシュチーズ（ブッラータ）とフルーツトマト　イタリアアンドレッシング

Kids Plate　キッズプレート（リンゴジュース付き） ¥1,800
お子様に人気のお料理をワンプレートで。ご注文は小学生以下のお客様に限ります。
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