長崎プロモーション
Nagasaki Promotion

伊佐木のカルパッチョ 椿油 ピスタチオ フェンネル
Isaki Carpaccio, Camellia Oil, Pistachio, Fennel

グランドペチカポテトスープ リーキ ブラックオリーブパウダー クルトン クリスピーベーコン
Grand Pechika Potato Soup, Leek, Black Olive Powder, Croutons, Crispy Bacon

リゾットアクエレッロ 鰻 アスパラガス カラスミ 12年熟成バルサミコ
Acquerello Risotto, Eel, Asparagus, Bottarga, 12 Years Aged Balsamic

長崎大西海ポークのグリル 林檎 人参 椎茸 芽キャベツ
Grilled Nagasaki Daisaikai Pork, Apple, Carrot, Shiitake Mushroom, Brussels Sprout

ゆうこうのババ バニラアイスクリーム
Yuukou Baba, Vanilla Ice Cream

8,800

w. e. m

w = 小麦/wheat

p = 落花生/peanuts

m = 乳/milk

e = 卵/eggs

b = そば/buckwheat

c = かに/crab

s = えび/shrimp

食材などにアレルギーをお持ちのお客様は、サービススタッフにお申し付けください。/ Kindly let us know if you have any food allergies or dietary requirements.
表記料金は日本円で、別途消費税・サービス料15％を加算させていただきます。/ All prices are in Japanese Yen and subject to consumption tax and 15% Service Charge.
入荷の都合により、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。/ Menu items or products may change based on the availability of ingredients.
国産米使用 / Japanese rice.
メニューに表記しております“S”はシェフお薦めの料理を表記しております。/ The “S” mark indicates Chef’s signature item

長崎プロモーション
プレステジオーソ
Nagasaki Promotion
Prestigioso

ブッラータ プリエーゼ 雲丹 トマト
Burrata Pugliese, Sea Urchin, Tomato

伊佐木のカルパッチョ 椿油 ピスタチオ フェンネル
Isaki Carpaccio, Camellia Oil, Pistachio, Fennel

リゾット アクエレッロ 鰻 アスパラガス カラスミ 12年熟成バルサミコ
Aquerello Risotto, Eel, Asparagus, Bottarga, 12 Years Aged Balsamic

ヒラマサのグリル シェルフィッシュソース 椎茸 リーキのクリスピー
Grilled Hiramasa, Shellfish Sauce, Shiitake Mushroom, Crispy Leek

長崎牛のサーロイン パンプキンピューレ ラディッシュ ポテト 黒にんにく
Nagasaki Beef Sirloin, Pumpkin Purée, Radish, Potato, Black Garlic

ゆうこうのババ バニラアイスクリーム
Yuukou Baba, Vanilla Ice Cream

13,800
w. e. m

w = 小麦/wheat

p = 落花生/peanuts

m = 乳/milk

e = 卵/eggs

b = そば/buckwheat

c = かに/crab

s = えび/shrimp

食材などにアレルギーのあるお客様は、サービススタッフにお申し出ください。/ Kindly let us know if you have any food allergies or dietary requirements.
また、食材の産地については、サービススタッフにお尋ねください。/Kindly ask our Ladies & Gentlemen should you wish to know more details about the source of our ingredients.
表記料金は日本円で、別途消費税・サービス料15％を加算させていただきます。/ All Prices are in Japanese Yen and subject to consumption tax and 15% service charge.
炒飯、タイ産米を使用。その他、国産米を使用。/ Fried rice Thai rice. Other Japanese rice.
＊入荷の都合により、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。＊Menu items or products may change based on the availability of ingredients.

