
「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」。

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。

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。

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。

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。

Coffee
コーヒー

3 種の前菜盛合せ
Assortment of 3 appetizers

ココノマ特製デザート
Coconoma special dessert

季節のおすすめパスタ
Seasonal recommended pasta

自家製パンとタプナードソース
Homemade bread and tapenade sauce

本日の冷前菜
Cold appetizer of the day

本日の肉料理
Meat dish of the day　

Dinne r  cou r se  \6 , 000 乾杯シャンパーニュ付き
with a glass of champagne.

【和牛 A5 ランク  100g】
【Top  quality A5 rank Wagyu beef 100g】Main  upg rade  +\2 ,000

Dinne r  cou r se  \8 , 000 2ｈフリーフロー付き(L .O30分前)
with 2h free flow. (served until 30 minutes before)



All menu items include tax and service charge.メニューは全て消費税、サービス料込の金額です

Appetizer Caldo  -温前菜-

Bagna cauda with coconoma special sauce.
バーニャカウダ　COCONOMA 特製ソース 1,600

Assortment of 2 types of bread with tapnard oil
パンの 2 種盛合せ　タップナードオイル添え 500

Truffle flavor potato fries (V)
トリュフ香るポテトフライ (V) ハーフ /　レギュラー 1,100700

Half size    / Regular size

House specials.◀ 当店のおすすめ

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

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。

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.

1,000
Two kinds of gelato (V)　Please, ask the staff for the available options.
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

1,500
Today's Dolce Misto　Please, ask the staff for details.
本日のドルチェミスト　スタッフまでお尋ねください

Dolce  -デザート-

伊勢海老のテルミドール　1 尾
Japanese Spiny lobster thermidor.　1 fish

7,000

Pesce  -魚料理-

2,600
Acqua Pazza with seasonal selection of seafood.　Please, ask the staff for details.
厳選魚介のアクアパッツァ　　スタッフまでお尋ねください

Carne  -肉料理-

Poiret Wagyu Beef Rank A5 Please choose sauce from below.
　　　　　　(Salt & Mustard or BBQ Sauce or Ponzu & Wasabi)
和牛のポワレ　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

3,500
Roasted Yonezawa Pork with Yuzu Pepper Flavor 100g.
米沢豚のロースト　柚子胡椒風味　100g

Bacon and New Onion Amatriciana ~Penne~
ベーコンと新玉葱のアマトリチャーナ　～ペンネ～ 1,800

Pasta&Risotto  -パスタ＆リゾット-

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 2,800

Black Bolognese Served with Fresh Truffle. ~Spaghettini~
ブラックボロネーゼ　フレッシュトリュフ添え　～スパゲッティーニ～ 2,800

Sakura Shrimp and Seasonal Vegetable Peperoncino. ~Spaghettini~
桜海老と旬野菜のペペロンチーノ　～スパゲッティーニ～ 1,800

Freshly cut Spanish Jamon Serrano.
スペイン産原木生ハム　ハモンセラーノ 1,400

Three kinds of cheese platter.
３種のチーズ盛り合わせ 1,400

Appetizer Freddo -冷前菜-

Caesar salad.
シーザーサラダ 1600

Avocado and tuna ceviche.
アボカドと鮪のセビーチェ 1500

French white mold salami snack style.
フランス産 白カビのサラミ　スナックスタイル 800


