BAGUS PLACE グランドメニュー

12P

13P

S NACK

ミックスナッツ

A PPETIZER
COLD

............................................ 700

Mixed nuts

キスチョコ

............................................... 700

オリーブとドライトマトのマリネ

真蛸のカルパッチョ
黒オリーブのタプナードソース

Kiss chocolates

ポテトチップス ........................................... 700
Potato crisps

ポッキー

スモークサーモンとアボカドのタルタル

国産牛赤身肉のローストビーフ

メルバトースト添え

パルミジャーノ添え

.................................................. 700

Pocky

オリーブとドライトマトのマリネ

........................ 700

Olive and dried tomato

ビーフジャーキー

....................................... 900

Beef jerky

自家製ピクルス

......................................... 700

Homemade pickles

自家製レアチョコレート .............................. 1,100
Home made rare-chocolate

フレッシュモッツァレラのカプレーゼ

.................. 900

Mozzarella cheese caprese

真蛸のカルパッチョ
ドライフルーツ盛り合わせ ........................... 1,100

黒オリーブのタプナードソース ....................... 1,100
Octopus carpaccio with black olive and tapenade sauce

Assorted dry fruits

スモークサーモンとアボカドのタルタル

メルバトースト添え ..................................... 1,100
スナック盛り合わせ

.................................. 1,950

Assorted snacks

Smoked salmon and avocado with melba toast

国産牛赤身肉のローストビーフ

パルミジャーノ添え..................................... 1,300
Domestic roast beef with parmesan cheese

表示価格は全て税込価格です。

258 364（仕上がりサイズ 129 364） 4C/4C 中綴じ ヴァンヌーボ VG スノーホワイト 195kg

BAGUS PLACE グランドメニュー

14P

15P

A PPETIZER

G RILL & ROAST

HOT

アランチーニ

アボカドとレッドチェダーチーズの
サルサナチョス

自家製エピスでマリネした

蔵王牛ロースのポワレ

大山鶏もも肉のロースト

バルサミコソース

自家製エピスでマリネした

大山鶏もも肉のロースト .............................. 1,750
Daisen roast chicken marinated with home made epice

三元豚のグリル

シャリアピンマスタードソース ......................... 1,950
フィッシュ & チップス

Grilled sangen pork with chaliapin mustard sauce

ガーリックシュリンプ
シチリア風ローストパン粉添え

蔵王牛ロースのポワレ
バルサミコソース

...................................... 5,300

Zao beef in butter roasting with balsamic sauce

アランチーニ （生ハムライスコロッケ）............. 700

S ALAD

Arancini (Raw ham and rice croquette)

アボカドとレッドチェダーチーズのサルサナチョス

900

Avocado with red cheddar cheese and salsa nachos

フレンチフライ ........................................... 900
French Fries

ヤリイカとキャベツのアンチョビガーリックソテー

イタリア産プロシュートのグリーンサラダ

グリルチキンと温泉玉子の

柑橘ドレッシング仕立て

シーザーサラダ

1,100

Squid and cabbage with sauteed garlic anchovies

イタリア産プロシュートのグリーンサラダ
柑橘ドレッシング仕立て

フィッシュ & チップス .................................. 1,300

.............................. 1,100

Green salad with Italian prosciutto with citrus based dressing

Fish and chips

ガーリックシュリンプ

シチリア風ローストパン粉添え....................... 1,300

グリルチキンと温泉玉子のシーザーサラダ

Garlic shrimp with Sicilian roast bread crumbs

Caesar salad with grilled chicken with half boiled egg

....... 1,100

表示価格は全て税込価格です。

258 364（仕上がりサイズ 129 364） 4C/4C 中綴じ ヴァンヌーボ VG スノーホワイト 195kg

BAGUS PLACE グランドメニュー

17P

16P

P IZZA

ピッツァ・マルゲリータ

B AGUS R ECOMMEND

クワトロ・フォルマッジオ

季節の野菜スティック

スパイシー完熟トマトカレー

アンチョビ味噌ディップ

ピッツァ・マルゲリータ

............................... 1,800

Pizza margarita

ローストチキンと韓国のりピザ ....................... 1,950
Roast chicken with Korean seaweed pizza
イベリコ豚と燻製卵の醤油ラーメン

岩中豚の特製カツサンド

クワトロ・フォルマッジオ .............................. 2,200
Quatro formaggio

季節の野菜スティック アンチョビ味噌ディップ

900

Seasonal vegetables with anchovy miso dip

P ASTA

鶏のから揚げ カレーソルト添え................... 1,100
Fried chicken with curry salt

スパイシー完熟トマトカレー
ヤリイカとセミドライトマトの

蔵王牛の贅沢ボロネーゼ

ジェノベーゼ

..........................1,300

Spicy tomato curry with rice

スモークベーコンと温泉玉子のカルボナーラ..... 1,300
Carbonara spaghetti with smoked bacon and half boiled egg

ヤリイカとセミドライトマトのジェノベーゼ ........... 1,300

イベリコ豚と燻製卵の醤油ラーメン ................ 1,550
Ramen noodle with black Iberian pork and smoked egg

Squid and semi-dried tomato with genovese sauce

蔵王牛の贅沢ボロネーゼ

........................... 1,550

Bolognese with Zao beef

岩中豚の特製カツサンド ............................ 1,750
Iwachu pork-cutlet sandwich

表示価格は全て税込価格です。

258 364（仕上がりサイズ 129 364） 4C/4C 中綴じ ヴァンヌーボ VG スノーホワイト 195kg

BAGUS PLACE グランドメニュー

19P

18P

P ARTY

イタリア産生ハム盛り合わせ

チーズ &ドライフルーツプレート

グリルソーセージ盛り合わせ

ドルチェ・パーティープレート

イタリア産生ハム盛り合わせ ......................... 1,750

D OLCE

ガトーショコラ

ミックスベリーのアーモンドタルト

ホットキャラメルソース

白玉とわらび餅の抹茶パフェ

季節のフルーツ盛り合わせ

季節のフルーツシャーベット .......................... 650

Assorted Italian raw ham

Seasonal fruit sherbet

チーズ &ドライフルーツプレート .................... 1,950

ガトーショコラ ホットキャラメルソース ............

Cheese and dry fruits

Gateau chocolate with hot caramel sauce

グリルソーセージ盛り合わせ

........................ 2,200

Assorted grill sausage

ドルチェ・パーティープレート ........................ 2,200

900

ミックスベリーのアーモンドタルト ..................... 950
Talt cake with mixed berries and almond

白玉とわらび餅の抹茶パフェ .......................

950

Dolce party plate

Green tea parfait with warabi and rice-flour dumplings

揚げ物３種盛り合わせ .............................. 2,750

季節のフルーツ盛り合わせ ......................... 2,200

Assorted fried cuisines

Assortment of seasonal fruits

表示価格は全て税込価格です。 深夜22時以降はサービス料5%が加算されます。

258 364（仕上がりサイズ 129 364） 4C/4C 中綴じ ヴァンヌーボ VG スノーホワイト 195kg

