
 

BVLGARI Experience       3,600 
ブルガリ・エクスペリエンス 
 

 

前菜４種 
シェフお勧め前菜４種類 

 
 

パスタ 
お好みのパスタをお選び下さい。 

 

- トマトのスパゲッティ  

 リコッタチーズとレモンピール 

- かぼちゃのニョッキ 

- 自家製タリアテッレ サルシッチャとブロッコリー 

- 鰯とサフラン  

 フェンネルと松の実のスパゲッティ   +400 

  

  ＋メインディッシュ   +1,500 
- ポークのソテーバルサミコ リダクション 

- 本日のお魚のソテー ズッキーニのクレーマ 

 
デザートボックス 
 栗のババロア、ティラミス 

 ヘーゼルナッツのケーキ、クッキー 

 

コーヒー又は紅茶 

 

 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、豚肉、ゼラチン、イカ 

       大豆、オレンジ、胡麻 

 

BVLGARI Afternoon Tea       3,600 
ブルガリ・アフタヌーンティー 
 

 

ミニチーズバーガー 

モルタデッラとクリームチーズのサンドイッチ 

かぼちゃのキッシュ 

ペペロナータ 

 

本日のパスタ 

 

栗のババロア 

ティラミス 

ヘーゼルナッツのケーキ 

チョコレート・ジェム 

 

コーヒー、紅茶又はチョコレートドリンク 

 

ワイン  +600 
- グレコ又はドルチェットダルバ 

 

スパークリング・ワイン  +1,500 

- フランチャコルタ クアドラ ブリュット 

 

ゼロパーセント・カクテル  +800 
- イタリアン レモンなど 

 
 

アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、牛肉、豚肉、大豆、ゼラチン 

 

PASTA SET        2,900 
パスタセット 
 

 

サラダ 

ベビーリーフのサラダ 
 

パスタ 

リガトーニ アマトリチャーナ 

 

  ＋メインディッシュ   +1,500 
- ポークのソテーバルサミコ リダクション 

- 本日のお魚のソテー ズッキーニのクレーマ 
 

デザート 

トルタカプレーゼ ジェラート添え 
 

コーヒー又は紅茶 

 

ワイン   +600 
- グレコ又はドルチェットダルバ 

 

スパークリング・ワイン   +1,500 

- フランチャコルタ クアドラ ブリュット 

 

ゼロパーセント・カクテル   +800 
- イタリアン レモンなど 

 
 

アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、豚肉、ゼラチン、イカ 

                                    大豆、オレンジ、胡麻 

 
 

ANTIPASTO 前菜 
 

 
ツナと卵とアンチョビのサラダ     1,600 
アレルギー特定原材料等：卵 

 
 

剣先イカのソテー        1,800 

 カリフラワー、オリーブとケッパー 
アレルギー特定原材料等：イカ、小麦、大豆、胡麻 

 
 

18 ヶ月熟成    1,800 

 パルマ産生ハム 
アレルギー特定原材料等：豚肉 

 
 

ブッラータチーズと      1,800 

 フルーツトマトのカプレーゼ 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、大豆 

 

 

PASTA パスタ 
 

 
トマトのスパゲッティ      1,600 

 リコッタチーズとレモンピール 
アレルギー特定原材料等：小麦、乳、卵 

 
 

かぼちゃのニョッキ       1,800 
アレルギー特定原材料等：小麦、乳、卵 

 
 

自家製タリアテッレ    1,800 

 サルシッチャとブロッコリー 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、

      豚肉、 胡麻 

 
 

鰯とサフラン       2,200 

 フェンネルと松の実のスパゲッティ 
アレルギー特定原材料等：小麦 

 

 

PANINI サンドウィッチ 
 

 
ベーコンと玉子、      1,800 

  トマトとチーズのサンドウィッチ 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、大豆 

      豚肉、ゼラチン 

 
 

生ハム、モッツァレラと       1,800 

  ルーコラのサンドウィッチ 
アレルギー特定原材料等：小麦、乳、豚肉 

 
 

野菜とタレッジョチーズの   2,300 

  全粒粉サンドウィッチ 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、大豆 

 
 

但馬牛のチーズバーガー        3,000 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳 

    大豆、 牛肉 

 

 

DOLCE デザート 
 

 
栗のババロア       1,400 

  アーモンドのジェラート 
アレルギー特定原材料等：小麦、乳、卵、ゼラチン 

 

 
ヘーゼルナッツのクレームブリュレ 1,400 

  ラズベリーのソルベ 
アレルギー特定原材料等：小麦、乳、卵 

 
 

コーヒーババと    1,400 

  マスカルポーネクリーム 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、ゼラチン 

 
 

3 種のジェラートと      1,600 

 フルーツの盛り合わせ 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳 

金額は消費税を含む日本円の料金です。 



 

BVLGARI Experience   3,600 
ブルガリ・エクスペリエンス 

 

 

前菜４種 
シェフお勧め前菜４種類 

 
 

パスタ 
メニューよりパスタをお選び下さい。 

 
  

 ＋メインディッシュ   +1,500 
- ポークのソテー 

          バルサミコ リダクション 

- 本日のお魚のソテー 

        ズッキーニのクレーマ 

 
 

デザートボックス 
 栗のババロア、ティラミス 

 ヘーゼルナッツのケーキ、クッキー 

 

 

コーヒー又は紅茶 

 
 
 

 
 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、豚肉 

     ゼラチン、イカ、大豆、オレンジ、胡麻 

 

BVLGARI Afternoon Tea     3,600 
ブルガリ・アフタヌーンティー 

 

 
ミニチーズバーガー 

モルタデッラと 

 クリームチーズのサンドイッチ 

かぼちゃのキッシュ 

ペペロナータ 

 

本日のパスタ 

 

栗のババロア 

ティラミス 

ヘーゼルナッツのケーキ 

チョコレート・ジェム 

 
 
コーヒー、紅茶又はチョコレートドリンク 

 

ワイン   +600 
- グレコ又はドルチェットダルバ 

 

スパークリング・ワイン   +1,500 

- クアドラ ブリュット 
 

ゼロパーセント・カクテル   +800 
- イタリアン レモンなど 

 

 
 

 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、牛肉 

         豚肉、大豆、ゼラチン 
 

PASTA SET   2,900 
パスタセット 

 

 

サラダ 
ベビーリーフのサラダ 

 

パスタ 
リガトーニ アマトリチャーナ 

 

 ＋メインディッシュ   +1,500 
- ポークのソテー 

          バルサミコ リダクション 

- 本日のお魚のソテー 

           ズッキーニのクレーマ 
 

デザート 
トルタカプレーゼ ジェラート添え 
 

コーヒー又は紅茶 

 

ワイン   +600 
- グレコ又はドルチェットダルバ 

 

スパークリング・ワイン   +1,500 

- クアドラ ブリュット 
 

ゼロパーセント・カクテル +800 
- イタリアン レモンなど 

 
 

アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、豚肉 

    ゼラチン、イカ、 大豆、オレンジ、胡麻 

 
 

ANTIPASTO 前菜 
 

 
ツナと卵とアンチョビのサラダ     1,600 
アレルギー特定原材料等：卵 

 
 
剣先イカのソテー        1,800 

 カリフラワー、オリーブとケッパー 
アレルギー特定原材料等：イカ、小麦、大豆、胡麻 

 
 
18 ヶ月熟成    1,800 

 パルマ産生ハム 
アレルギー特定原材料等：豚肉 

 
 
ブッラータチーズと      1,800 

 フルーツトマトのカプレーゼ 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、大豆 

 

 

PASTA パスタ 
 

 
トマトのスパゲッティ      1,600 

 リコッタチーズとレモンピール 
アレルギー特定原材料等：小麦、乳、卵 

 
 
かぼちゃのニョッキ       1,800 
アレルギー特定原材料等：小麦、乳、卵 

 
 
自家製タリアテッレ    1,800 

 サルシッチャとブロッコリー 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、豚肉 

      乳、 胡麻 

 
 
鰯とサフラン       2,200 

 フェンネルと松の実のスパゲッティ 
アレルギー特定原材料等：小麦 

 

PANINI サンドウィッチ 
 

 
ベーコンと玉子、      1,800 

  トマトとチーズのサンドウィッチ 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳 

       大豆、  豚肉、ゼラチン 

 
 
生ハム、モッツァレラと       1,800 

  ルーコラのサンドウィッチ 
アレルギー特定原材料等：小麦、乳、豚肉 

 
 
野菜とタレッジョチーズの   2,300 

  全粒粉サンドウィッチ 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、大豆 

 
 
但馬牛のチーズバーガー     3,000 
 アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、大豆 

          牛肉 

 

 

DOLCE デザート 
 

 
栗のババロア       1,400 

  アーモンドのジェラート 
アレルギー特定原材料等：小麦、乳、卵、ゼラチン 

 
 
ヘーゼルナッツのクレームブリュレ 1,400 

  ラズベリーのソルベ 
アレルギー特定原材料等：小麦、乳、卵 

 
 
コーヒーババと    1,400 

  マスカルポーネクリーム 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、ゼラチン 

 
 
3 種のジェラートと      1,600 

 フルーツの盛り合わせ 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳 

 
金額は消費税を含む日本円の料金です。 

DOLCE SET   2,000
デザートセット 
 

 

イタリアンデザートと 

 お好きなカフェのセット 
 
 
 

お好みのデザートをお選び下さい 
 
 

    -栗のババロア 

      アーモンドのジェラート 

 

    -ヘーゼルナッツのクレームブリュレ 

 ラズベリーのソルベ 

 

    -コーヒーババと 

 マスカルポーネクリーム 

 

    -3 種のジェラートと +200 

 フルーツの盛り合わせ 
 
 

コーヒー又は紅茶 

 
 
 
 

 
アレルギー特定原材料等：小麦、卵、乳、ゼラチン 

 


