
menu del tour locale 　～local tour special course menu～

イタリア5州 春のおすすめコースメニュー

2,310

-umbria- bruschette miste umbre -liver pate, tomatoes, uncured ham-

ウンブリア州　ブルスケッテ　ミステ　ウンブロ -レバーパテ トマト 生ハム-

 

-abruzzo- chitalla alla amatrociana in bianco

アブッルッツォ州　キタッラ -白いアマトリチャーナ- 1,540

 -campania- acqua pazza 

カンパニーア州　デンティチェ アッラ アクアパッツァ -愛媛県産真鯛-

2,750

-lazio- grilled lamb seasonal vegetables

ラツィオ州　アバッキオ アッラ スコッタディート -仔羊のグリルと季節野菜
-

fiorentina dolce

フィオレンティーナ 特製ドルチェ 3,630

coffee or tea

コーヒー または 紅茶

4,180

10,000

a la carte menu

-lazio- grilled lamb seasonal vegetables
ラツィオ州　アバッキオ アッラ スコッタディート -仔羊のグリルと季節野菜-

a tour of Italy's 20 regions and their cuisine. enjoy a course or a la carte menu of the 5 regions recommended for spring.

イタリア20州郷土料理巡りメニュー 春のおすすめ5州をコースまたはアラカルトでぜひお楽しみください。

カンパニーア州　デンティチェ アッラ アクアパッツァ -愛媛県産真鯛-

-campania- acqua pazza

アラカルトでもお楽しみいただけます

-umbria- bruschette miste umbre -liver pate, tomatoes, uncured ham-

ウンブリア州　ブルスケッテ　ミステ　ウンブロ -レバーパテ、トマト、生ハム-

-molise- chickpea soup scamorza

モリーゼ州　ズッパ モリザーナ -ヒヨコ豆とスカモルツァ-

-abruzzo- chitalla alla amatrociana in bianco

アブッルッツォ州　キタッラ -白いアマトリチャーナ-

prices above include tax and are subject to a 15% service charge
上記税込価格にサービス料として15％を頂戴いたします。

to greater ensure the quality of your dining experience, please let us know if you have any food allergies  or restrictions
食材にアレルギーのあるお客様、食事制限がおありのお客様は、ご注文の際に係りの者にお申し付けください

グランド ハイアット 東京は、お客様が安心・安全にお食事をお楽しみいただけるよう、食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO22000:2018を取得しております

Grand Hyatt Tokyo is ISO 22000:2018 certified, internationally recognized as the highest food safety management system. 



antipastio アンティパスト small regular pasta  パスタ

1,980 2,530

crispy fried calamari, herb mayonnaise 2,530 2,530
カラマリのフリット ハーブマヨネーズ添え

Ⓥ caprese - italian burrata cheese, fruit tomato 2,860 spaghettini neapolitan  - tomato sauce, bacon, onion, mushroom, bell pepper  2,640

white fish carpaccio, spring vegetables, bottarga 2,750 2,970

caesar salad - romaine lettuce, anchovy dressing, croutons 1,430 1,980 spaghettini alla pescatora - tomato sauce, shrimp, seafood 3,740
crispy pancetta, parmesan cheese
シーザーサラダ ロメインレタスとパンチェッタ アンチョビドレッシング

bavettini alla genovese - king crab, green asparagus, genovese pesto 3,850

fiorentina salad - cured ham, shrimp, squid, scallop,shallot vinaigrette 1,870 2,640
フィオレンティーナシェフズサラダ エシャロットビネガーのドレッシング

cured ham melon, olive 2,860
生ハムメロン オリーブ添え

secondi piatti  セコンド ピアット
truffle french fries, truffle aioli 2,420
トリュフフレンチフライ トリュフアイオリ grilled swordfish, salmoriglio sauce, peperonata 3,960

カジキマグロのグリル サルモリッリオソースペペロナータ添え

grilled daily fish, prawn, calamari, herb, lemon 4,180
zuppa  ズッパ

roasted japanese chicken, herb, potatoes 3,960
daily soup 770 1,100

scallopini milanese, arugula, fruit tomato 4,180
tuscan minestrone 1,100 1,540

5,610

pizza ピッツァ bistecca alla fiorentina～chianina beef～ 33,000
ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ〜キアニーナ牛～
※数量限定での販売になります

Ⓥ margherita - tomato, mozzarella, basil 2,420
snack  スナック

cured ham e rucola - raw ham, arugula, mozzarella 2,970

2,530

Ⓥ quattro formaggi - mozzarella, parmesan, gorgonzola, taleggio cheese 2,750

2,750

risotto リゾット

2,860

porcini risotto 3,190

ポルチーニリゾット

seafood rissoto 3,740

リゾットマーレ 天使の海老と海の幸

フレッシュトリュフのタリオリーニ

today's dolce misto
本日のドルチェ盛り合わせcoffee or tea

サルティンボッカ アッラ ロマーナ 季節野菜のロースト

マーレ

fiorentina salad raw ham 
shrimp, squid, scallop, shallot vinaigrette

grilled daily fish, prawn, calamari, herb, lemon

前菜盛り合わせ
フィオレンティーナ シェフズサラダ

スタジオーネ

fiorentina antipasto misto

エシャロットビネガーのドレッシング

seafood risotto

fiorentina

japanese beef fillet tagliata, balsamic vinegar

chef's recommended pasta

フィオレンティーナ

marinated firefly squid
new onion puree, white asparagus

fresh truffle tagliolini

魚介のグリル ハーブとレモンの風味

ホワイトアスパラガス, 新玉ねぎのピューレ
シェフのおすすめパスタ

リゾットマーレ 天使の海老と海の幸

コーヒー または 紅茶

8,910

coffee or tea

coffee or tea

7,040

コーヒー または 紅茶

カジキマグロのグリル サルモリッリオソース
saltimbocca alla romana roasted spring vegetables

仔牛のミラノ風カツレツ ルッコラとフルーツトマト添え

ホタルイカのマリネ

chef's recommended pasta

国産牛フィレのタリアータ バルサミコクレマ

strawberry tiramisu,marinated berry, pistachio ice cream
ストロベリーティラミス ベリーマリネ ピスタチオアイスクリーム

ペンネ ボロネーゼ　　

スパゲッティーニ ナポリタン 70s　

carbonara - spaghettini, pancetta, porcini

penne alla bolognese - meat sauce, italian parsley

上記税込価格にサービス料として15％を頂戴いたします。

ポルチーニとパンチェッタのスパゲッティーニ カルボナーラ

イタリア産ブッラータチーズとフルーツトマトのカプレーゼ

トマト モッツァレラチーズ バジルのピッツァマルゲリータ

タラバ蟹とアスパラガスのバベッティーニ ジェノベーゼソース

魚介のグリル ハーブとレモンの風味

ハーブでマリネした信玄どりとポテトのロースト

スパゲッティーニ ペスカトーレ 天使の海老と海の幸のトマトソース

食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO22000:2018を取得しております

To greater ensure the quality of your dining experience, please let us know if you have any food allergies or restrictions

4種のイタリアンチーズのピッツァ

japanese beef sirloin tagliata, balsamic vinegar
国産牛サーロインのタリアータ バルサミコクレマ

Grand Hyatt Tokyo is ISO 22000:2018 certified,

internationally recognized as the highest food safety management system. 

グランド ハイアット 東京は、お客様が安心・安全にお食事をお楽しみいただけるよう、

fiorentina cheeseburger, french fries
フィオレンティーナチーズバーガー フレンチフライ添え

grilled swordfish, salmoriglio sauce, peperonata

ペペロナータ添え

本日の白身魚のカルパッチョ 季節野菜 ボッタルガ

コーヒー または 紅茶

シェフのおすすめパスタ

Mare stagione

ミネストローネ

生ハム ルッコラのピッツァ

5,060

本日のスープ

本日の前菜盛り合わせ 
fiorentina antipasto misto

食材にアレルギーのあるお客様 食事制限がおありのお客様は ご注文の際に係りの者にお申し付けください

クラブハウスサンドウィッチ フレンチフライ添え

カレーライス グリーンサラダ添え ビーフ または シュリンプ

prices above include tax and are subject to a 15% service charge

 Ⓥ vegetarian ベジタリアン

clubhouse sandwich, french fries

curry rice ( beef or shrimp ), green salad




