DINNER

MENU

2022.11.1 - 2023.1.10

Carpe diem
－光－
STAGIONE

自家燻製したタスマニアサーモンと
イクラ、カブの冷たいクリームスープ
Salmone affumicato e uova di salmone con crema fredda di rape

生ウニをのせたホタテ貝のコンフィ グアンチャーレとズッキーニをそえて
Noci di capesante scottate con ricci di mare ,
lardo di Colonna, purea di zucchine

愛媛県産天然真鯛のアックア・パッツァで和えた手作りハンカチ型パスタ
“ファッツォレッティ”
Fazzoletti di pasta con ragu’ di orata, bottarga, olive taggiasche e capperi

ナポリ名物 貧しくてかわいそうなパスタ“ポヴェレッロ”
ガーリックオイルとフライドエッグのシンプルスパゲッティ
黒トリュフで贅沢に仕上げて成り上がりのパスタ？
Spaghetti Poverello al tartufo nero( oppure ricco?)

ローマ名物 セージと生ハムを巻いた仔牛の“サルティンボッカ”
季節野菜のグリルを添えて
Saltimbocca alla romana con verdure grigliate

チョコレートとヘーゼルナッツのセミフレッド
フレッシュなオレンジと
Semifeddo al cioccolato con nocciole e arance

7,500円
（税込8,250円）
※別途サービス料10％を申し受けます。
※仕入れ状況により提供期間、内容等変更 となる場合がございます。

DINNER MENU
2022.11.01-2023.01.10

Evasione e Territorio
－愛

CREATIVO－

料理長のシグネチャー“フォアグラテリーヌ”、“ウニのパスタ”を楽しめるコース。
料理長のスペシャリテをふんだんに詰め込んだ唯一無二のコースです。

ホタテ貝コンフィをのせたフィレンツェ風トマトとパンのサラダ
“パンツァネッラ”
Panzanella croccante con capesante

エスプレッソ風味のフォアグラ イチゴとベリーフルーツ
Fegato grasso al caffé con frutti di bosco

アワビとポルチーニ茸、トリュフのコンソメスープ
Brodo di abalone e funghi porcini con tartufo

たっぷり生ウニのクリーミースパゲッティ
Spaghetti ai ricci di mare

甘鯛

ウロコを香ばしく焼き上げ ゆずの香りと共に
ハマグリと季節野菜のバター風味
Amadai croccante al yuzu con intingolo di fasorali e verdure

くまもとあか牛 赤ワインソースのからめ焼きに
カネッリーニ豆とほうれん草を閉じ込めたポレンタ“インカテナータ”
Manzo rosso con polenta incatenata, salsa al vino rosso

林檎とメープル シードルのムースで上品に
Sciroppo di acero con mele e crema di sidro

コーヒー
Caffe’

10,800円
（税込11,880円）
※仕入れ状況等により料理内容、提供期間が変更となる場合がございます。

Price is subject to a 10% service charge

税込価格に別途サービス料 10%を頂戴いたします。

DINNER MENU
2022.10.24 - 2023.3.31

Eleganzo“Vegano”

ヴィーガンメニュー
詳しいご案内は
こちら

－優美－

黒キャベツのチップス
Chip’s di cavolo nero

フルーツトマト、パンのフィレンツェ風サラダ

“パンツァネッラ・クロッカンテ”

Panzanella croccante alla fiorentina

トピナンブール（菊芋）のライム風味
Composizione di topinambur al lime

カネッリーニ豆とほうれん草をとじこめたポレンタ“インカテナータ” アヴォカドのデップをのせて
Crostino di polenta incatenata
con avocado, spinaci e champignons

ズッキーニのナポリ風フリットとクリーム、マリネのミント風味
Zucchini fritti con crema e scapece alla menta

トスカーナ名物

カネッリーニ豆と野菜の食べる煮込みスープ“リボッリータ”
Ribollita

スパゲッティ

パンテレリアケッパーとドライトマト、アーモンドのソースで和えて

Spaghetti con pesto di capperi di Pantelleria, mandorle e pomodori secchi

ポルチーニ茸とトリュフの香りを包んだポテトのカツレツ“コトレッタ” ブロッコリーのペペロンチーノ
Cotoletta di patate,
funghi porcini e tartufo nero con broccoli all’aglio

トレヴィーゾ産ラディッキオ・プレコーチェ

カベルネ・ソーヴィニョン風味の焼き浸し

Radicchio rosso di Treviso precoce, stufato al cabernet sauvignon

イチゴとベリーフルーツのスープ
Zuppa di fragole e frutti di bosco

コーヒー
Caffe’

12,000円
（税込13,200円）
※別途サービス料10％を申し受けます。
※仕入れ状況により提供期間、内容等変更 となる場合がございます。

DINNER MENU
2022.11.01-2023.01.10

Breve
－ショートコース－
各コースの人気メニューを集め、食材にもよりこだわったコース

黒アワビと生ウニの贅沢バーニャ・カウダ
Bagna cauda di abalone e ricci di mare

エスプレッソ風味のフォアグラ イチゴとベリーフルーツ
Fegato grasso al caffé con frutti di bosco

キャビア・オシェトラとアサツキの冷製スパゲッティーニ
Insalata di spaghettini al caviale ocetra ed erba cipollina

キンキのアックア・パッツァ 帆立貝とトピナンブール（菊芋）で風味豊かに
Kinki all’acqua pazza con topinambur e capesante

松阪牛のブルネッロ・ディ・モンタルチーノワイン煮込み
"ブラザート“
Brasato di manzo “Matsusaka” al Brunello di Montarcino

林檎とメープル シードルのムースで上品に
Sciroppo di acero con mele e crema di sidro

コーヒー
Caffe’

14,000円
（税込15,400円）
※仕入れ状況等により料理内容、提供期間が変更となる場合がございます。

Price is subject to a 10% service charge

税込価格に別途サービス料 10%を頂戴いたします。

DINNER MENU
2022.11.01-2023.01.10

Brillante
－華－
日本と世界の高級食材を集めたモダンイタリアンコース。
日本、そして東京ベイコート倶楽部ならではのイタリア料理に仕上げました。

キャビア・オシェトラと毛ガニのタルタル

カブのクリームで

Polpa di granchio e caviale ocetra con crema di rapa

黒アワビと生ウニの贅沢バーニャ・カウダ
Bagna cauda di abalone e ricci di mare

伊勢海老のナポリ風元気になるという意味のサラダ“リンフォルツォ”
Insalata rinforzo di aragosta alla napoletana

キンキのアックア・パッツァ

帆立貝とトピナンブール（菊芋）で風味豊かに

Kinki all’acqua pazza con topinambur e capesante

お好みのスパゲッティをおひとつお選びください
・青森県産大間まぐろのペペロンチーノスパゲッティ
・たっぷりトリュフのカルボナーラ
・松阪牛ブルネッロ・ディ・モンタルチーノワイン煮込みソースの自家製タリアテッレ
飛騨牛フィレ肉 イタリアワインの女王バルバレスコのソースで
いろいろ季節野菜のグリル
Filetto di manzo “Hida” con verdure grigliate, salsa al Barbaresco

苺 バニラ香るなめらかなブリュレと共に
Crema bruciata alla vaniglia con fragole

コーヒー
Caffe’

18,700円（税込20,570円）
※写真はイメージです。※仕入れ状況等により料理内容、提供期間が変更となる場合がございます。

Price is subject to a 10% service charge

税込価格に別途サービス料 10%を頂戴いたします。

DINNER MENU
2022.11.01-2023.01.10

Italian Beef Course 飛騨牛＆近江牛
Festa delle carne di manzo Estate 2022
近江牛と飛騨牛をお楽しみいただけるコースです。

黒アワビと生ウニの贅沢バーニャ・カウダ
Bagna cauda di abalone e ricci di mare
エスプレッソ風味のフォアグラ イチゴとベリーフルーツ
Fegato grasso al caffé con frutti di bosco
キャビア・オシェトラとアサツキの冷製スパゲッティーニ
Insalata di spaghettini al caviale ocetra ed erba cipollina
キンキのアックア・パッツァ
帆立貝とトピナンブール（菊芋）で風味豊かに
Kinki all’acqua pazza con topinambur e capesante
近江牛と飛騨牛グリルの食べ比べ
トリュフ塩を添えて
グリル野菜を赤ワインヴィネガーと
エキストラヴァージンオリーブオイルで和えて
Manzo di Oumi e Hida sulla griglia con verdure,
vinaigrette d’aceto di vino rosso e sale al tartufo nero
林檎とメープル シードルのムースで上品に
Sciroppo di acero con mele e crema di sidro
コーヒー
Caffe’

20,000円
（税込22,000円）
※仕入れ状況等により料理内容、提供期間が変更となる場合がございます。

Price is subject to a 10% service charge

税込価格に別途サービス料 10%を頂戴いたします。

DINNER

MENU

2022.11.1 - 2023.1.10

The Premium Dinner
― Natalizio ―

グアンチャーレとトリュフの香りをのせた
エミリア地方の揚げパン“ニョッコ・フリット”
Gnocco fritto al guanciale e tartufo

青森県産大間まぐろのカルパッチョ
タジャスカオリーブとパンテレリアケッパーとからめて
Crostone di tonno rosso Ooma all’olive Taggiasche e capperi Panterellia

ベルギー産キャビア・オシェトラの冷製稲庭手延べパスタ
小豆島産手摘みエキストラバージンオリーブオイル（ダブルサイズ）
Insalata di spaghettini doppio porzione
con caviale ocetra ed erba cipollina

玄界灘のクエと深谷葱のスープ
Zuppa di pesce Kue e porro Fukaya

伊勢海老とウニのリゾット
Risotto all’aragosta e ricci di mare

神戸牛フィレ肉 淡路島産タマネギのオーブン焼き
バルバレスコワインとワサビのソースとともに
Filetto di Kobe con cipolla Awagi al forno, salsa al Barbaresco e wasabi

柑橘のジュレ

マチェドニアのイメージで

Macedonia con gelatina di mele

苺

バニラ香るなめらかなブリュレと共に
Crema bruciata alla vaniglia con fragole

コーヒー
Caffe’

25,000円
（税込27,500円）
※仕入れ状況により提供期間、内容等変更 となる場合がございます。
※当店で使用しているお米はイタリア米です。

Price is subject to a 10% service charge

税込価格に別途サービス料 10%を頂戴いたします。

