～スナック・カルテット 4種のバリエーション～
Assorted snacks
スナックのバリエーションを一皿にてお楽しみ下さい。
ミックスナッツ＆ベジタブルチップ
Mixed nuts , Vegetable chips
野菜のスティック アンチョビソース 添え
Vegetable sticks
サラミとビーフジャーキー / マリネオリーブ
Salami , Beef jerky / Marinated olives

¥3,291

FOODS MENU

お酒とともに
Snack
かわきもの3種盛り ミックスナッツ/ベジタブルチップ/ペッパークランチ
Mixed nuts, vegetable chips and pepper crunch ・・・・・・・・・・・・・
¥1,440

サラミとビーフジャーキー
Salami, beef jerky ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥1,853

野菜のスティック

バーニャカウダ

Vegetable sticks, anchovy sauce "Bagna Cauda" ・・・・・・・・・・・・
¥1,853

ピクルスとオリーブの盛り合わせ
Pickled vegetables and olives ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥2,057

漬物の盛り合わせ
Ａｓｓｏｒｔｅｄ ｊａｐａｎｅｓｅ ｐｉｃｋｌｅｓ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥1,544

チーズの盛り合わせ ドライフルーツ添え ・・・・・・・・・・・・（M） ¥2,366
Cheese with dried fruits・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（L）

¥3,291

フライドポテト アンチョビソース/オーロラソース
Fried potato

anchovy / aurora sauce ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥1,544

コニャックを効かせたレーズンバター
Raisin and butter ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥1,544

チョコレートプレート
Chocolate Plate ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥1,954

フルーツ＆デザート
Fruits ＆ Dessert
フルーツ盛り合わせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（M） ¥2,982
Assorted fruits ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･（Ｌ） ¥4,628
本日のデザート
Today's dessert・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥1,544

クレームブリュレ バニラアイス又は本日のソルベ添え
Crème brulee with vanilla ice cream or today's sherbet・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥1,544
窓際及び、サロンコーナーご利用のお客様はテーブルチャージを加算させていただきます。
An additional charge of ¥1,306 per person in special seating
食材によるアレルギーのあるお客様は予め係に お申し付け下さい。
Kindly inform waiter if you are allergic to certain foods .

～Appetizer～

＊＊＊ Chef’s suggestion ＊＊＊

Cold dishes

3種のグルメアペタイザー
Assorteds Plates

オードブルの盛り合わせ 4種

タラバ蟹と百合根のレタス巻き

¥2,366

Assorted appetizer・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Roll of red king crab and lily bulb

帆立貝柱の雲丹焼き

海老とアボカドの柚子胡椒マリネ / チキンとフォアグラのバロティーヌ
イベリコ豚のサラミとドライチョリソー / 今月の一品

Scallops covered with grilled urchin roe

フォアグラとチキンのプレッセ

Shrimps and Avocado,Yuzu pepper / Ballottine of chicken and foie gras
Salami and Dry chorizo / Chefs recommendation of the month

"Presse”of foie gras and chicken

¥2,000
ノルウェー産サーモンのマリネロール

キャビアとマスのイクラ添え

～Main dishes～

Marinated norwegian salmon with caviar and trout roe ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥2,138

３種のミートプレート

本日のお奨め魚料理

（コールドビーフ・イベリコ豚のハム・レバーパテ）

Meat plate （Cold beef・Iberico ham・Liver patty）・・・・・・・・・・・・・・・

パルマ産生ハムとドライチョリソー

¥2,366

Chef's recommendation of the day ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥2,571

海老のカダイフ・真鯛とアワビのシーフードフライ

パルメザンチーズ添え

Parme prosciutto and Dry chorizo with Parmesan cheese ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥2,057

キャビア フラッペ 50ｇ

Fried seafood of Sea bream, Abalone and Shrimp kadaifu・・・・・・・・¥2,571

フォアグラのポワレ

Caviar 50g, tradiditional condiments ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥22,629

Hot dishes

～トリュフ風味焼きリゾットと共に～

Pan-seared foie gras with truffle flavor risotto・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥2,880

タンドリーチキン

～フライドポテト添え～

Tandoori chicken with french fries・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥2,571

グラスに入ったズワイ蟹のロワイヤル
Flan of "ZUWAI" crab ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,079

イベリコ豚のグリル カシスマスタード添え
Grilled “Iberico”pork with Cassis mustard ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥2,571

天使海老と豚ロースの春巻き
Spring roll of Shrimps and Pork ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥1,853

3種の海老のアヒージョ

ハーブ香る 仔羊のロースト

ラタトゥイユを添えて
Rosted of Lamp,Herb Flavor with Ratatouille ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥2,571

～オマール海老・天使海老・桜海老～

”Ajillo” Three kinds of Prawn ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥2,571

牛フィレ肉のグリル

マディラソース

Grilled fillet of beef steak,madeira sauce・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3種のソーセージと野菜のソテー

¥3,600

ローズマリー風味

Assorted sausages with vegetables ･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・

～Ｐａｓｔａ ＆ Ｓａｎｄｗｉｃｈ～

¥1,954

～Vegetable dishes～

和牛フィレステーキ サンドウィッチ
Fillet of Japanese beef Sandwich ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥3,600

シーザーサラダ “BELLOVISTO” スタイル
Caesar salad “BELLOVISTO” style・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥2,571

アメリカンクラブハウス サンドウィッチ
American club house sandwich with Fried potato ・・・・・・・・・・・・・・・・
¥2,263
（Bacon, Roasted Chicken, Lettuce, Tomato)

トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ
Mozzarella cheese, tomato salad ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥2,057
本日のパスタ
Pasta of the day ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

彩り野菜のせいろ蒸し
Steamed vegetables ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
表示額にはサービス１０％と規定の消費税が含まれております。
Ｔｈｅ Prices are included service charge and tax .
食材によるアレルギーのあるお客様は予め係に お申し付け下さい。
Kindly inform waiter if you are allergic to certain foods .

¥2,263

¥1,853
ロールピザ “BELLOVISTO” スタイル

Shell fish rolled pizza “BELLOVISTO” style・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥2,263

