
A La Carte ア・ラ・カルト　冷たい前菜

大特価！キャビア たっぷり1０ｇ(フランス アキテーヌ産)　　　

Caviar (Caviar) ¥3,200 (税別)

タルトフランベとアルザス風サラダ ¥1,200 (税別)

Tarte flambée et Salade alsacienne　　　　　　　 (Alsatian salad)

フランス ロワール産ホワイトアスパラと ¥2,000 (税別)

 ウサギのエストラゴンマヨネーズ和え
Asperge blanche et mayonnaise au lapin　　　（Asparagas with rabbit meat mayonnaise）

フォアグラのテリーヌと自家製ブリオッシュ ¥2,100 (税別)

Terrine de foie gras et brioche maison　　　　　（Foie gras terrine）

愛媛県産 真鯛のカルパッチョ 春の野菜と ¥1,200 (税別)

  愛媛みかんのヴィネグレットソース
Carpaccio de Daurade sauce Mandarine  (Fresh Sea bream Carpaccio) 

オマール海老と帆立・甘エビ・サーモンのコンポジション ¥1,700 (税別)

オマールジュレとカリフラワーのムース
Homard en gelée(Lobster gelee and cauliflower mousse)

北海道産ズワイガニとホタテのテリーヌ ズワイガニのレムラード添え
Terrine de crabe sauce coulis de tomate (Crab and Scallop terrine) ¥1,250 (税別)

黒毛和牛のローストビーフと真牡蠣のアンサンブル
Rosbif et huître　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (Roast beef and oyster) ¥1,800 (税別)

Assiette charcutier (Assorted putty, raw ham, chorizo) ¥1,400 (税別)

オリーブの盛り合わせ
Olives Panachées (Olives) ¥600 (税別)

フランス産チーズの盛り合わせ

Les Fromages (Cheese plattar) 1200～ (税別)

パン
Pain (Bread ) ¥200 (税別)

ア・ラ・カルトはコースと同じ量になります。

シャルキュトリー(パテ･生ハム･チョリソー)盛り合わせ

 (別途サービス料１０％頂戴いたします）



A La Carte ア・ラ・カルト　温かい前菜

グリュイエールチーズでグラチネしたあつあつオニオングラタンスープ ¥700 (税別)

soupe à l’oignon gratiné　　　　　　　　　(Onion Gratin Soup )

真サバとじゃがいもの温かいテリーヌ レモン香る大根のマリネ添え ¥1,300 (税別)

Maqureau et radis en terrine tiède　　　　　　　　　(Warm terinne de mackerel and radish)

フランス産 ホワイトアスパラと白ハマグリ・姫ホタテ・春野菜のナージュ仕立て ¥1,300 (税別)

Asperge blanche et crustacés en nage(Asparagas with Soup of shellfish)

フォワグラととうもろこしのホットケーキトリュフのソース ¥2,000 (税別)

"Hot Cake" de Foie Gras aux Truffes　　　　　　　　(Foie gras pancake)

フランス産 ブレス鶏のエフィロッシュと帆立のポワレ ¥2,000 (税別)

モリーユ茸のソースをからめて
Poulet de Bresse et St-Jacque  sauce morille （chicken and Scallop )

A La Carte ア・ラ・カルト　お魚料理・お肉料理

黒トリュフ香る自家製ソーセージとベーコンの鍋ごとシュークルート ¥2,000 (税別)

Choucroute avec saucisse et bacon(Choucroute garnie with sausagez and bacon) 

蔵王牛とじゃがいも・グリュイエールチーズの ¥2,000 (税別)

アッシ・パルマンティエ サワークリームのソース

Hachis parmentier 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Shepherd's pie)

山形県産 蔵王牛内モモのロースト　柚子胡椒のソース ¥2,400 (税別)

Rôti de boeuf "ZAO"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(WAGYU Steak)

本日鮮魚のポワレ 雲丹の白ワインクリームソース ¥2,200 (税別)
Poêlée de poisson sauce à la crème d'Oursins 　　　　　　　　　　(Pan-fried fish Sea urchin white wine sauce)

鴨もも肉のコンフィ・仔羊・吉田豚のカスレ ¥2,600 (税別)

Cassoulet au confit de canard (Traditional French Cassoulet)

フランス産 ブレス鶏のローストとフリカッセ モリーユ茸のクリームソース ¥2,400 (税別)

Poulet de bresse sauce Morrilles　　　　（Roast chicken and fricassee with cream sauce）  

カナダ産オマール海老と本日鮮魚 サフランソースで ¥3,000 (税別)

Homard rôti et poêlée de poisson sauce au Safran (Roasted Robster and Pan-fried fish)

ヨーロッパ産 仔牛のロースとポルチーニ茸 黒トリュフ香るマデラ酒ソース ¥3,200 (税別)

Côte de veau rôti (Veal loin roast)

フランス ピレネー産 乳飲み仔羊 背肉ともも肉ロースト ¥3,500 (税別)

Agneau de lait  rôti   (Roast of lamb )   

長崎県対馬産 仔猪のロワイヤル ¥4,400 (税別)

フォアグラ・黒トリュフ共に
Marcassin à la royal   （Stews of wild boar meat)  

 (別途サービス料１０％頂戴いたします）


