8,000
[Smell / Amuse] Lily root and truﬄe gratiné.
【嗅覚 / アミューズ】 百合根とトリュフのグラティネ

「心地よい空間・丁度良い広さ」という意味の「九間」が当店の名の由来です

能舞台など、日本人が古くから意匠的に優れた空間として大切にしてきた間が「九間」。

[Taste / Cold appetizers] Cold Yellowtail and Kumquat Cannelloni
with Cauliﬂower Mousse.
【味覚 / 冷菜】 寒鰤と金柑のカネロニ仕立て

カリフラワーのムース

ココノマの空間もこの「九間」をベースとしているため、心地よさが自然と感じられます。
壁面の漆喰を手掛けたのは日本を代表する左官職人の久住 有生氏。

[Eyesight / Hot appetizers] Shungiku Genovese and Broiled Squid Spaghettini.
【視覚 / パスタ】 春菊のジェノベーゼと炙りイカ

スパゲッティーニ

とりわけ小上がりの漆喰は一般の方も参加してつくりました。
荒削りな仕上がりが素朴さを感じさせます。

[Hearing / Main dish] Charcoal-grilled Shimanto Beer Beef with Sauce Jus de boeuf.
【聴覚 / メイン】 高知県 四万十麦酒牛の炭火焼き

ソース・ジュ・ド・ブフ

カフェスペースの広い壁面は植物で覆い、森や草原の中にいるような気持ちになります。

[Hearing / Avandesert] Green apple soup and cider jelly, cocktail style.
【聴覚 / アバンデセール】 青林檎のスープとシードルのジュレ

カクテルスタイル

[Touch / Dessert] Pistachio Crema and Framboise Kuzumochi.
【触覚 / デザート】 ピスタチオのクレマとフランボワーズの葛餅

Coﬀee
コーヒー

Please inform us if you have any food allergies or special preferences.
食材によるアレルギーのあるお客様はあらかじめお申し付けください。

Pasta&Risotto -パスタ＆リゾット旬の食材の美味しさを引き出すために、和の要素を取り入れる事で

Wagyu Bolognese with Truﬄe Flavor. ~Spaghettini~

常に新しいアプローチで美味しさを追求する創作イタリアン「COCONOMA」をお楽しみ下さい。

和牛ボロネーゼ

We blend of the japanese essence in order to bring out the taste of seasonal ingredieuts.
We hope you to enjoy at “ COCONOMA ” the creative italian cuisine.

トリュフ風味

〜スパゲッティーニ〜

Fresh ttruﬄe and soft boiled egg cheese risotto.

フレッシュトリュフと温度卵のチーズリゾット

House specials.

◀ 当店のおすすめ

Today's pasta.

本日のおすすめパスタ

Appetizer Freddo -冷前菜-

鮮魚のカルパッチョ

Please, ask the staﬀ for details.

1,300

1,400

ハモンセラーノ

Three kinds of cheese platter with raisins and walnuts served with melba toast.
レーズンとクルミのメルバトースト添え

COCONOMA 特製ソース

Truﬄe ﬂavor potato fries (V)

1,400

Please, ask the staﬀ for details.

Assortment of 2 types of bread with tapnard oil
タップナードオイル添え

メニューは全て消費税、サービス料込の金額です

1,600

700

スタッフまでお尋ねください

パンの 2 種盛合せ

Butter Roasted Canadian Lobster, Tail 1piece
( テール 1 尾 )

All menu items include tax and service charge.

1,800

2,600

3,700

3,500

100g

Grilled Wagyu Beef Rank A5 Please choose sauce from below.
(Salt & Mustard or BBQ Sauce or Ponzu & Wasabi)
和牛のグリル

A5 ランク

下記よりソースをお選びください

( ソルト＆マスタード or BBQ ソース or ポン酢 & 山葵 )

・100g 3,500
・200g 6,500
・300g 9,000

Dolce -デザートTwo kinds of gelato (V)

500

1,800

Carne -肉料理-

US 産牛フィレ肉のロティ

Half size / Full size
ハーフ 700 / 通常サイズ 1,100

トリュフ香るポテトフライ (V)

本日のスープ

スタッフまでお尋ねください

US beef ﬁllet roti 100g.

Bagna cauda with coconoma special sauce.

Today's soup

Acqua Pazza with seasonal selection of seafood.

カナダ産 オマール海老のバターロースト

Appetizer Caldo -温前菜-

バーニャカウダ

〜リングイネ〜 (V)

2,800

Pesce -魚料理-

厳選魚介のアクアパッツァ

Freshly cut Spanish Jamon Serrano.

３種のチーズ盛り合わせ

ソイミートと旬野菜のポモドーロ

1,500

スタッフまでお尋ねください

スペイン産原木生ハム

スタッフまでお尋ねください

Soy meat and seasonal vegetables pomodoro. ~linguine~(V)

Kamakura vegetables salad with onion dressing or balsamic dressing (V)
鎌倉野菜のミックスサラダ オニオンドレッシング or バルサミコドレッシング ( V)
Chef‛s fresh ﬁsh carpaccio

Please, ask the staﬀ for details.

2,000

2 種のジェラート (V)

お好きなものからお選びいただけます

Today's Dolce Misto

本日のドルチェミスト

Please, ask the staﬀ for the available options.

Please, ask the staﬀ for details.

スタッフまでお尋ねください

1,000

1,500

