
Grill and Italian accendo Dinner Menu 

 

--------------------------------------------------------APPETIZER------------------------------------------------------ 

Warm smoked French duck breast with Japanese persimmon and erjus jel @ JPY 1,700 

鴨むね肉の温製瞬間スモーク 柿とヴェルジュのジェル 

Broiled scallop and king crab “Taraba”, avocado and mousse, campari and mango foam, caiar lime @ JPY 2,000 

帆立貝とタラバガニの炙り アボカドとカンパリ風味のマンゴーの泡 フィンガーライム 

accendo signature Caprese with farmed fruit tomato and 100% Natural Hokkaido milk Mozzarella  @ JPY 1,900 

高糖度のフルーツトマトと北海道産モッツァレラチーズのカプレーゼ 

Our take on Caesar salad @ JPY 2,000 

シーザーサラダ 温泉卵添え 

- add Chicken breast @ JPY 2,400 

グリルチキンのシーザーサラダ 温泉卵添え 

 

---------------------------------------------------------SOUP--------------------------------------------------------- 

accendo signature Japanese whisky flamed onion soup with Gorgonzola @ JPY 1,400 

国産ウイスキー香る ゴルゴンゾーラチーズのオニオンスープ 

 

--------------------------------------------------------PASTA------------------------------------------------------ 

Pasta, premium brand “La Molisana” from southern Italy, served with freshly grated parmesan cheese 

パスタは南イタリアの老舗ブランド「ラ・モリサーナ」を使用しています 

削りたての香り豊かなパルメザンチーズとともにお楽しみください 

 

Wafu (Japanese style) Pasta Spaghettini, king crab and sea urchin creamy Kinzanji miso sauce @ JPY 2,500 

“和”を感じるスパゲッティ タラバガニと雲丹の金山寺味噌クリームソース 

accendo signature Bucatini Asakusa bacon carbonara @ JPY 2,300 

1932年創業ハム造りの老舗「浅草ハム」のベーコンを使用したブカティーニのカルボナーラ 

accendo signature Liguini organic free range beef Bolognese @ JPY 2,100 

自然に近い放牧飼育牛を使用したリングイネのボロネーゼ 

 

--------------------------------------------------------PIZZA------------------------------------------------------ 

Pizza made with premium Italian flour “Caputo” 

アチェンドでは、ナポリのピッツァ用小麦粉のトップ・ブランド「カプート」を使用しています 

accendo signature Margherita, basil, mozzarella and bocconcini di bufala, oregano, tomato sauce  @ JPY 2,100 

2種類のモッツァレラチーズで焼き上げたマルゲリータ 

Four-cheese pizza, gorgonzola, mozzarella, ricotta, parmesan @ JPY 2,300 

チーズ好きにはたまらないクワトロチーズ 

Prosciutto crudo di Parma, organic rocket, oregano, tomato sauce @ JPY 2,500 

パルマ産プロシュートと有機栽培のルッコラ 

 

--------------------------------------------------------OUR HOT DISHES------------------------------------------------------ 

Fish and Sustainable sourced seafood 

厳選した魚介類やサステナブル・シーフードをご用意しました 

Grilled Tuna on skewer with balsamic glaze served and accendo salsa @ JPY 2,500 

串打ち鮪のグリル バルサミコソースとトマトサルサ 

Smoked Salmon Sustainable in cocotte served with tapenade @ JPY 2,300 

ココットで燻した ASC認証サステナブルサーモンのグリル タプナードソース 

Grilled Seabream served with homemade buttermilk and herb oil @ JPY 2,100 

真鯛のグリル 自家製バターミルクとハーブオイルのソース 

 

To meat or not to meat 

今夜はお肉が食べたい！あなたに… 

New Zealand Lamb Chop broiled with herb and garlic, tartufata gremolata @ JPY 2,600 

ニュージーランド産ラムチョップのロースト トリュフ香るグレモラータ 

Sirloin steak 100% Australian Angus grilled with herb oil on hot stone @ JPY 2,800 

牧草で飼育されたオーストラリア産アンガス牛サーロインのグリル 

 

 

 

 

 

 



Locally sourced Japanese meat choice 

国産のお肉もご用意しました 

Daisen Chicken Leg grilled with our Sicilian pepperoncino herved spice rub @ JPY 2,500 

ハーブとスパイスでマリネした鳥取県の銘柄鶏「大山鶏」もも肉のグリル  

Margaret pork shoulder grilled with herb oil, raisin mustard on hot stone, butter “Café de Tokyo” @ JPY 2,500 

千葉県産「マーガレットポーク」肩ロースのグリル 自家製和風バターとレーズンマスタードを添えて 

Japanese beef “AKAMI” grilled with herb oil on skewer @ JPY4,000 

さっぱり柔らかい国産牛赤身肉の串焼き 

 

YOUR MEAL, YOUR CHOICE 

Ask your waiter for your preferred seasoning 

厳選した塩、胡椒をご用意しています。サービススタッフにお声掛けください 

Fiocchi di sale nero salt, Achan red salt from Okinawa, Homemade rosemary and alpolicella wine sea salt,  

Homemade herb Maldon sea salt, Hawaiian olcano sea salt, Guerande salt,  

Malabar Coast origin Tellicherry black pepper, Poivre noir de sarawak, Poivre maniguette, Poivre long de jaa 

イタリア産の炭塩 沖縄産の紅塩 自家製のワインソルト マルドンを使用した自家製ハーブソルト ハワイ産溶岩塩 フランス産ゲランド塩 

インド原産のテリチェリ黒胡椒 ボルネオ島北西産サラワクブラックペッパー “天国の胡椒”と呼ばれるコートジボワール産マニゲットペッパー インドネシアジャワ島産ロングペッパー 

 

Choose your sauce to go with the meat 

お肉はお好みのソースでもご堪能ください 

Marsala sauce, Japanese Brandy flamed creamy green pepper sauce, Onion & Black pepper & Soy sauce, accendo condiment butter “Café de Tokyo”  

マルサラソース 国産ブランデーで香りをつけたグリーンペッパーソース、玉ねぎと黒胡椒の和風ソース 自家製バター“Café de Tokyo” 

Seasonal side egetable 

つけあわせのお野菜をお選びください 

Choose 1, after each dish @ JPY 500 

下記より 1種類お選びください。2品目より 1皿¥500でご提供いたします。 

Seasonal green salad, accendo signature inaigrette red or white  

グリーンサラダ 自家製のドレッシング（カベルネ・ソーヴィニヨンもしくはシャルドネのビネガーベース） 

Roasted Cauliflower and Broccoli on puree, Hazelnuts butter sauce  

カリフラワーとブロッコリーのロースト ヘーゼルナッツと焦がしバターソース 

Turnip fondant with own green leaf puree and chorizo oil  

蕪のフォンダン 蕪の葉のピューレ チョリソーのオイル 

Cajun spice deep fried Butternuts on cumin mint flavor puree and homemade Dukkah  

バターナッツパンプキンのフライ ケイジャンスパイス クミンとミント香るピューレ 

Grilled Asparagus with tapenade sauce and extra irgin olive oil  

アスパラガスのグリル タプナードソース 

accendo signature Potato terrine gratin, truffle flavor with mushroom ketchup  

ポテトのテリーヌグラタン トリュフ風味のマッシュルームケチャップ 

 

--------------------------------------------------------OUR BAKER CHOICE------------------------------------------------------ 

ベーカリーからのおすすめパン 

Ciabatta, Homemade focaccia (tomato & onion), Parmesan cheese roll,  

with Hazelnuts Butter, Balsamic, Extra irgin olive oil  

Second set of bread @ 500JPY 

チャバタ フォッカッチャ チーズロール 

追加は¥500（3品）で申し受けます 

 

パンのお供にどうぞ… 

ヘーゼルナッツホイップバター バルサミコ オリーブオイル 

 

-----------------------------------------PASTRY CHEF RECOMANDATION------------------------------------- 

Dark chocolate Tiramisu, Berry compote, Caramel ice cream @JPY 1,200 

ダークチョコレートティラミス ベリーコンポート キャラメルアイスクリームとともに 

anilla crème brulee , Seasonal fruits & cinnamon sugar pie, Tonka beans ice cream @JPY 1,000 

バニラクレームブリュレ 季節のフルーツとシナモンシュガーパイ トンカ豆のアイスクリームとともに 

“Hokkaido” No-bake cheesecake, Strawberry & balsamic inegar marinated, Strawberry & red wine ice cream @JPY 1,000 

北海道クリームチーズのレアチーズケーキ 苺とバルサミコのマリネ 苺と赤ワインアイスクリームとともに 

Seasonal flavored gelato @JPY 400/scoop 

季節のジェラート 


