
ITALIAN WINE DINNER 
@ENOTECA Presents

2021.4/22
16:30 OPEN / 17:00 START

エノテカ プレゼンツ

イタリアン
ワインディナー 

ご予約･お問い合わせ For reservations  TEL:06-6646-5128
10F  鉄板焼「みなみ」 | Minami Teppanyaki Restaurant

・ パン･コン･トマテと大分牛サーロインの生ハム 
   雲丹とゴルゴンゾーラチーズと胡桃添え
・ イセ海老1/2尾のスフレ
・ 焼き野菜の取り合わせ5品
・ 7品目の彩りサラダ 
・ A4等級黒毛和牛 テンダーロイン50g、サーロイン50ｇ
・ 焼きフルーツのメロンソース バニラアイス添え 
・ コーヒー又は、紅茶 

・ Pan con Tomate and Oita Beef Sirloin Bresaola 
   with Sea Urchin, Gorgonzola and Walnuts
・ Lobster Souff le (half )
・ Selection of 5 Scorched Vegetables
・ Garden Salad
・ Prime Wagyu Beef Tenderloin and Sirloin 50g each
・ Scorched Fruits with Melon Sauce and Vanilla Ice Cream
・ Coffee or Tea

料理長 小元が手掛ける産地直送の新鮮な食材を使用した鉄板焼き料理と
ソムリエ厳選イタリアワインをテーマとしたマリアージュディナー
A marriage of teppanyaki cuisine using farm-fresh ingredients 
and the f inest Italian wines specially selected by Minami’s in-house sommelier.

  スパークリングワイン Sparkling Wine

・ N.V. アルマ・グラン・キュヴェ・ブリュット / ベラヴィスタ
・ FRANCIACORTA ALMA GRAN CUVÈE BRUT / BELLAVISTA

-白ワイン White Wine-

・ 2018 ポッジョ・アル・テゾーロ・ソロソーレ / アレグリーニ
・ POGGIO AL TESORO SOLOSOLE / ALLEGRINI

・ 2017 ワー・ドリームス / イエルマン
・ WERE DREAMS / JERMANN

-赤ワイン Red Wine-

・ 2017 ティニャネロ / テヌータ・ティニャネロ (アンティノリ)
・ TIGNANELLO / TENUTA TIGNANELLO (ANTINORI)

・ 料金には13％のサービス料と10%の消費税が含まれております。
・ 他のご優待特典や割引はご利用いただけません。
・ ライフ&スタイル会員様向けのパーティー券の利用は適用外。 (1組様につき5,000円券1枚をご利用いただけます。)
・ キャンセルポリシーについて : 4月17日(土)以降、前日の21日(水)までのキャンセルは50%、
   イベント当日は100%のキャンセル料を請求いたします。

・ prices are inclusive of 13% service charge and 10% consumption tax.
・ Other promotions, discounts or benef its are not be applicable.
・ L&S Par ty Ticket is not applicable. JPY 5,000 voucher is applicable per group.
・ About cancellat ion policy : We wil l charge 50% of this pr ice af ter 17th to 
21st of April and 100% on the day of the event.

１名様
for one ¥22,000

１名様
for one ¥35,000

乾杯ドリンク付
with one glass of sparkling wine or soft drink

ワインペアリング付　with wine pairing

Menu

Wine Price

小元伸吾 Shingo Komoto

15年にわたり「みなみ」で活躍。食材の持ち味を引き出し、造形の
美しい料理を作ることに特に関心があります。
He has been exper tly creating ar t through food at Minami for the past 
f if teen years.He f inds inspiration in the ingredients he works with, and 
strives for beautiful form and f igure. 

Chef


