
A La Carte ア・ラ・カルト　冷たい前菜

Olives Panachées(Olives)

オリーブの盛り合わせ ¥600 (税別)

Salade Vert (Green Salade) ¥900 (税別)

グリーンサラダ　 ¥500 (税別)

Les Fromages (Cheese plattar)

フランス産チーズの盛り合わせ 1200～ (税別)

シャルキュトリー＆豚料理フェアー！！

Salade ryonneis (Lyon style salad)

リヨン風サラダ ¥1,200 (税別)

Jambon persil (Yoshida pig's home made ham jelly)

¥1,400 (税別)

Assiette charcutier (Assorted putty, raw ham, chorizo)

パテ、生ハム、チョリソーの盛り合わせ ¥1,400 (税別)

Carpaccio de Poisson avec mariné de légumes (Fresh fish Carpaccio)

本日鮮魚のカルパッチョと季節野菜のマリネ ¥1,200 (税別)

Galantine de poulet (Garantine of chicken and Truffle Mousse)

鶏肉とトリュフムースのガランティーヌ ¥1,400 (税別)

Fondant de foie de canard aux griottes (Mousse of duck of the lever)

鴨レバーのなめらかフォンダン  フランス産グリオット添え ¥1,400 (税別)

Pain (Bread )

パン ¥200 (税別)

A La Carte ア・ラ・カルト　温かい前菜

Soupe du Jour (Today's Soup) ¥700 (税別)

本日のスープ ¥400 (税別)

Assiette de Légumes Chauds (Braised warm vegetable) ¥1,200 (税別)

季節の温野菜 ¥800 (税別)

ア・ラ・カルトはコースと同じ量になります。

吉田豚自家製ハムのゼリー寄せ

ハーフサイズ

ハーフサイズ

 (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

Saint-Jacques mie cuit (Roasted scallops from Aomori Prefecture) ¥1,800 (税別)

青森県産ホタテ貝のミキュイ ¥1,300 (税別)

Huitre.Escargot.Hotaruika alà bourgignon (Oyster, Escargot, Bourguignon of firefly squid)¥1,800 (税別)

カキ、エスカルゴ、ホタルイカのブルギニヨン ¥1,300 (税別)

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

フォアグラととうもろこしのホットケーキ ¥2,000 (税別)

Homard rôti sauce américaine (Roasted lobster)

カナダ産オマール海老のロースト ソース アメリケーヌ ¥2,500 (税別)

A La Carte ア・ラ・カルト　お魚料理・お肉料理

Sanglier rôti au civet de sanglier (Simmering boiled Roti and shoulder meat )

¥2,500 (税別)

Sauccise au lard panache avec lentille(Yoshida pork sausage and bacon platter)

¥2,500 (税別)

"GENSOU" porc de cocotte (Grilled cocotte with loincloth with bone )

¥2,500 (税別)

"KAGOSIMA"Cochon noir et "YOSHIDA"porc rôti(Eat comparison of black pork shoulder loin and Yoshida pork shoulder loin)

¥2,500 (税別)

Côte de Porc rôtie (Roasted Pork chop)

吉田さん家の豚　骨付きロース肉のロースト ¥2,500 (税別)

Canard rôti sauce poivre vert (Fluke duck roti)

ハンガリー産鴨ムネ肉のロティ　グリーンペッパーソース ¥2,500 (税別)

Poisson du Jour (Today's fresh fish dishes)

本日のお魚料理 ¥2,500 (税別)

Bœuf Bourguignons (Beef cookde in red wine)

牛肉の赤ワイン煮込み ¥2,500 (税別)

Chevreuil roti (Loti of Ezo deer loin)

エゾ鹿もも肉のロティ　ポワブラードソース ¥2,500 (税別)

Filet de Bœuf "Rossini" (Beef fillet with foiegras steak "Rossini" style )

牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ風 ¥3,000 (税別)

Boeuf "JAPONAIS" (Japanese black beef  )

本日の和牛 ¥3,000 (税別)

千葉県産幻霜ポーク骨付きロースのココット焼き

ハーフサイズ

シャルキュトリー＆豚料理フェアー！！

鳥取県産猪ロースのロティと肩肉の煮込み

吉田豚ソーセージとベーコンの盛り合わせ　レンズ豆添え

鹿児島県産黒豚肩ロースと吉田豚肩ロースのロースト食べ比べ

 (別途サービス料１０％頂戴いたします）


