
 Assorted appetizer ”Ajillo” with three kinds of shirimps

おすすめオードブルの4種盛り合わせ ¥2,000 (¥2,420) ３種の海老のアヒージョ　 ¥2,400 (¥2,904)
 　オマール海老 / 天使海老 / 桜海老

Grilled clam garlic butter

蛤のガーリックバター焼き ¥2,200 (¥2,662)

Caviar 50g, tradiditional condiments Green laver flavoured Fried Fish & Waffle Potato

キャビア　フラッペ　 50ｇ ¥15,500 (¥18,755) 白身魚のフリット青海苔風味 ¥2,200 (¥2,662)
ワッフルポテト添え

Salmon marinade and Salmon roe with Harb flavor Spicy Fried Chicken

サーモンマリネ ¥1,800 (¥2,178) スパイシー フライドチキン ¥2,000 (¥2,420)
マスのイクラ添え ディルの香り

Smoked tuna and scallops ceviche Pan-seared Foie gras with Mini buns

スモークしたマグロと ¥1,800 (¥2,178) ミニバンズに挟んだフォアグラのポワレ ¥2,400 (¥2,904)
帆立貝のセビーチェ

Parma ham Japanese Beef Fillet Steak with Radish/Yuzu Pepper/Mustard

パルマ産生ハム ¥2,000 (¥2,420) 国産牛フィレ肉のステーキ　120ｇ ¥5,800 (¥7,018)
パルミジャーノ・レッジャーノ添え

Assorted Charcuterie Plate Three kinds of  Sausages plate with Ice wein Sauerkraut

シャルキュトリー盛り合わせ ¥2,800 (¥3,388) 3種のソーセージとアイスバイン サワークラウト添え

国産牛/パルマ産生ハム/ドライチョリソー ¥1,800 (¥2,178)
鴨のリエット/パテドカンパーニュ

Caesar salad　“BELLOVISTO” style Japanese Grilled Sirloin Sandwich

タワーズ　シーザー サラダ ¥2,200 (¥2,662) 国産牛ロースグリル サンドウィッチ ¥3,000 (¥3,630)

Buffalo Mozzarella & Tomato Salad Americanclubhouse Sandwich with Fries

水牛のモッツァレラチーズと アメリカンクラブハウスサンドウィッチ ¥1,900 (¥2,299)
トマトのサラダ ¥1,700 (¥2,057)

Truffle flavoured Focaccia sandwich

Roasted Chicken & Avocado Salad            with Parma ham & Brie de valois

ローストチキンとアボカドのサラダ ¥2,200 (¥2,662) パルマ産生ハムとブリードモーの ¥1,900 (¥2,299)
トリュフ風味フォカッチャサンド

Vegetable sticks, "Bagna Cauda" anchovy sauce Roll Pizza　“BELLOVISTO” style

野菜スティック バーニャカウダ ¥1,600 (¥1,936) ロールピザ“BELLOVISTO” スタイル ¥1,900 (¥2,299)

Todays`s Pasta

本日のパスタ ¥1,900 (¥2,299)

Cold Dishes Hot Dishes

Pasta & SandwichSalad Dishes

Japanese beef brochet  "Arimasansyo" sauce 

国産牛のブロシェット 有馬山椒ソース 

Garlic grilled edamame 

枝豆のガーリック炒め 

Sesame flavoured tofu with  caviar & sea urchin 

胡麻風味豆腐 雲丹とキャビア添え 

Shrimp & seasonal vegetables, basil flavour 

海老と夏野菜のバジル風味 

Kindly inform waiter if you are allergic to certain foods . 

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。 

※表示の料金は本体価格とし、カッコ（）内はサービス料10％および消費税10％を含めた総額となります。 

※Prices shown here are subject to an additional 10% service charge 

and 10% concumption tax(with the total corresponding prices in parentheses). 



Assorted cheese with dried fruits Brie de Meaux Mimolette Pont-l'Evêque

チーズの盛り合わせ　ドライフルーツ添え ブリードモー ミモレット ポン・レヴェック

３種 ¥1,250 (¥1,512) Taleggio Comte Irish Porter

タレッジョ コンテ アイリッシュポーター

５種 ¥2,000 (¥2,420)

Gorgonzola Fin Briard au Grand Marnier

８種 ¥3,200 (¥3,872) ゴルゴンゾーラ ファン ブリヤー オレンジリキュール

Mix nuts Assorted Dried fruits

ミックスナッツ ¥1,000 (¥1,210) ドライフルーツ ¥1,000 (¥1,210)

Assorted dry chips Assorted chocolate

かわきもの３種盛り ¥1,200 (¥1,452) チョコレートプレート ¥1,600 (¥1,936)
 煎餅/ベジタブルチップ/ペッパークランチ

Salami and Beef Jerky Raisins butter

サラミとビーフジャーキー ¥1,600 (¥1,936) レーズンバター ¥1,300 (¥1,573)

Japanese Pickles Truffle flavoued Fried Potato

漬物の盛り合わせ ¥1,300 (¥1,573) フライドポテト　トリュフ風味 ¥1,300 (¥1,573)

Pickles Plate Assorted Snacks

ピクルスの盛り合わせ ¥1,000 (¥1,210) スナック・カルテット　4種のバリエーション

ミックスナッツ＆ベジタブルチップ／野菜スティック

サラミとビーフジャーキー／マリネオリーブ

Marinated Olives ¥2,800 (¥3,388)
オリーブマリネ ¥1,000 (¥1,210)

Assorted fruits Crème brulee with vanilla ice cream or sherbet of the day

フルーツ盛り合わせ （M) ¥2,950 (¥3,569) クレームブリュレ

（L) ¥4,500 (¥5,445) バニラアイス または 本日のソルベ添え ¥1,300 (¥1,573)

Dessert of the day

本日のデザート ¥1,300 (¥1,573)

Snack

Fruits & Dessert

Cheese Selection

Kindly inform waiter if you are allergic to certain foods . 

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。 

※表示の料金は本体価格とし、カッコ（）内はサービス料10％および消費税10％を含めた総額となります。 

※Prices shown here are subject to an additional 10% service charge 

and 10% concumption tax(with the total corresponding prices in parentheses). 


