
　　<主菜を一皿お選びください>
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Assiette de desserts

デザートの盛り合わせ

Café ou thé

コーヒー又は紅茶

本日のおすすめお肉料理
又は

Filet de Bœuf aux légumes

オーストラリア産　特選牛フィレ肉のポワレ
又は

Joue de Bœuf en cocotte

国産牛ホホ肉のビーフシチュー　生パスタ添え

Soupe du jour

本日のスープ
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Le plat

Le Plat du jour

Le poisson du jour

山口県・萩産　本日のお魚料理

又は

Beurre de Cochon

吉田豚とバターのリエット
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Hors d'oeuvre varié

本日の前菜6種盛り合わせ
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Menu Madame ￥2727(税込￥3000)

＜前菜盛り合わせ+スープ+メイン+デザートの盛り合わせ+コーヒー＞
pour le pain

パンとご一緒に

※上記の料理は、アラカルトでのご用意もできます。   デザートは、お好きなものをお選び下さい。　　　　          　　　・Les Enteés, 2,400yen 　 ・Les plats, 3,400yen 　 ・Les desserts, 600yen　           　・前菜　2，400 (2,520)税込　　　　･主菜　3，400 (3,570)税込　　　・デザート　600 (630)税込　　　　　フランス産野ウサギのシベェHidorigamo rôti(pour2)Les desserts sont a choisir sur le prensentoirLes plats notés  sont aussi disponibles a la carte.徳島産 キジバトのロースト徳島産 ヒドリガモのロースト(２人前)エゾジカ骨付きロース肉のローストSarcelle en cocotteスコットランド産 小ガモのローストCivet de LievreBécasse en sarmiベルギー産 べキャス(山シギ)のロースト サルミソースLes plats主菜Perdreau grise en feuille de vigneスコットランド産 灰色山ウズラのローストMarcassin rôtiフランス産海のベキャス(ヒメジ）のポワレ 赤ワインソースKijibato rôtiOursin et Huîtres cru流氷バフンウニと三重県産岩ガキFoie gras de canard chaud au Navet鴨のフォワグラのポワレ 松木大根添え丹羽産 ウリボウのローストPoule faisane aux Truffesスコットランド産 キジのポワレ　トリュフ風味Carré de chevreuil rôtiMenu de Gibierジビエフェアー　　　　　　　　5,800　（6,090　税込）Les EntréesSanglier rôti熊本産 イノシシのロースト和歌山県 串本産 サヨリの温かいマリネ ハーブサラダ添え前菜Asperge blanche trufféフランス産　ホワイトアスパラガス　トリュフ風味Sayori tiéde jardinieｒHiyodori en orléans à la Brissac ,Salade de pissalat徳島産ヒヨドリのオルトランブリザック風 タンポポのサラダ添えBécasse de meｒ poelée en civet※上記の料理は、アラカルトでのご用意もできます。   デザートは、お好きなものをお選び下さい。　　　　          　　　・Les Enteés, 2,400yen 　 ・Les plats, 3,400yen 　 ・Les desserts, 600yen　           　・前菜　2，400 (2,520)税込　　　　･主菜　3，400 (3,570)税込　　　・デザート　600 (630)税込　　　　　フランス産野ウサギのシベェHidorigamo rôti(pour2)Les desserts sont a choisir sur le prensentoirLes plats notés  sont aussi disponibles a la carte.徳島産 キジバトのロースト徳島産 ヒドリガモのロースト(２人前)エゾジカ骨付きロース肉のローストSarcelle en cocotteスコットランド産 小ガモのローストCivet de LievreBécasse en sarmiベルギー産 べキャス(山シギ)のロースト サルミソースLes plats主菜Perdreau grise en feuille de vigneスコットランド産 灰色山ウズラのローストMarcassin rôtiフランス産海のベキャス(ヒメジ）のポワレ 赤ワインソースKijibato rôtiOursin et Huîtres cru流氷バフンウニと三重県産岩ガキFoie gras de canard chaud au Navet鴨のフォワグラのポワレ 松木大根添え丹羽産 ウリボウのローストPoule faisane aux Truffesスコットランド産 キジのポワレ　トリュフ風味Carré de chevreuil rôtiMenu de Gibierジビエフェアー　　　　　　　　5,800　（6,090　税込）Les EntréesSanglier rôti熊本産 イノシシのロースト和歌山県 串本産 サヨリの温かいマリネ ハーブサラダ添え前菜Asperge blanche trufféフランス産　ホワイトアスパラガス　トリュフ風味Sayori tiéde jardinieｒHiyodori en orléans à la Brissac ,Salade de pissalat徳島産ヒヨドリのオルトランブリザック風 タンポポのサラダ添えBécasse de meｒ poelée en civet
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ノルマンディー産
無塩・イズィニーバター

￥330税込


