
Brasserie

AUX  AMIS

Menu Spécial ￥5000(税込)
(前菜1＋前菜2＋お魚料理＋お肉料理＋デザート＋コーヒー)

pour le pain

パンとご一緒に
Beurre de Cochon

吉田豚とバターのリエット
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

1er

前菜1

Gelée de ZUWAIGANI au IKURA

鳥取県産 ズワイガニ・新タマネギのムースオマール海老のコンソメジュレ イクラ添え

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

2em

前菜2

Terrine de poulet ”AMAKUSADAIOU" aux Truffes

熊本県産 最高の地鶏「天草大王」とトリュフのテリーヌ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Poisson

お魚料理

La marée au goût du jour

本日のお魚料理 ソースアルベール

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Plat

主菜

Filet de bœuf au foie gras périgourdine

特選牛フィレ肉とフランス産 フォアグラのポワレ トリュフのソース

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

コーヒー　又は　紅茶

Dessert

デザート

Café 

  

  

  



世界3大食材コース

パンとご一緒に吉田豚とバターのリエット

***************************************************************************

　     Caviar

アメリカ産キャビア！！丸ごと１瓶10g 
フロマージュブラン・パルメザン・焼き上げとうもろこしのブリニ　(+\1512)

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

Menu ￥７５00
＜前菜２品+魚料理+メイン+デザート+カフェ＞

pour le pain  Beurre de Cochon

又は
Gelée de homard et ZUWAIGANI aux Caviar

鳥取産 ズワイガニ・新玉ネギのムースとオマール海老のコンソメ キャビア添え

"TSUBUGAI" poêlés en Salade au Truffe

北海道産 ツブ貝の温製サラダ トリュフの香り

又は
 Foie gras poêlé

本日のフォアグラのポワレ

Poisson poêlé

山口県 萩産 鮮魚のポワレ

又は
Bouillabasse

オマールエビの濃厚ブイヤベース

Noix de bœuf de SAGA

A5ランク！ 佐賀牛もも肉のロースト
又は

Entrecôte de bœuf de YAMAGATA

山形牛サーロインのポワレ(+\648)
又は

Filet de Bœuf en Rossini

特選牛フィレ肉とフォワグラ・秋トリュフのロッシーニ皇帝風（+\972）

Dessert

デザート

Café 

コーヒー

ノルマンディー産 
無塩・イズィニーバター 

￥324 



12月限定
世界3大食材＆フランスAOP食材コース

Menu￥9,800
<前菜2皿+オマールエビ+肉料理+デザート+カフェ>

pour le pain

パンとご一緒に
Beurre de Cochon

吉田豚とバターのリエット

***************************************************************************

Carpaccio de madai et caviar de France

山口県萩産 真鯛のカルパッチョ フランス・アキテーヌ産キャビア添え

***************************************************************************

Terrine de Foie Gras  et Foie gras poêlé saveur de Cognac et Miel

ブルガリア産フォアグラのテリーヌとピュイ産緑レンズ豆(AOP)コニャックの香り

ルージェ社 鴨フォアグラのポワレとアリコタルベ(ラベルルージュ)の蜂蜜と黒胡椒の一皿

***************************************************************************

Salade de Homard chaude à la niçoise

オマールエビとニース産手摘みオリーブ(AOP)

ヴァレ・ド・ヴォー産エキストラヴァージンオリーブオイル・フリュイテ・ヴェール(AOP)

ピマンデスペレット(AOP)が織り成す温製サラダ

***************************************************************************

***************************************************************************

Dessert

デザート

Café

コーヒー

         又は
             Viande du jour

　　　　本日のお肉料理

             Noix de bœuf de ”SAGA” au truffe

モモ肉のロースト ジュのソース フレッシュトリュフ添え

Veau de lait(Veau sous la Mère) rôti au truffe

       A5ランク!!  佐賀牛モモ肉のロースト エシャロットソース フレッシュトリュフ添え
         又は

ラベル・ルージュ! フランスボルドー産 乳飲み仔牛(ヴォー・スー・ラ・メール)
※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

世界3大食材とフランス最
高級食材(AOP)で構成さ
れた特別コースです！！


