
Café コーヒー ¥600

Expresso エスプレッソ ¥600

Double Expresso ダブルエスプレッソ ¥800 Coupe de Champagne グラスシャンパーニュ ¥1,200

Café au lait カフェオレ ¥700  厳選のシャンパーニュをグラスでご用意しました！乾杯に是非・・・

Cappuccino カプチーノ ¥800 Vin Mousseux グラススパークリング \900～

Thé 紅茶 ¥800 Verre de Vin Blanc 本日のグラス白ワイン \700～

Infusions 季節のブレンドハーブティー ¥900 Verre de Vin Rouge 本日のグラス赤ワイン \700～

Camomille カモミールブレンド ¥900 Pression 生ビール　プレミアムモルツ 香るエール ¥750

Shandy Gaff シャンディガフ ¥800

Kir キール ¥800

Kir Royal キールロワイヤル ¥1,250

Jus de Raisin Bio blanc フランス産有機葡萄ジュース白 ¥800 Mimoza ミモザ ¥1,250

Jus de Raisin Bio rouge フランス産有機葡萄ジュース赤 ¥800 Cassis Soda カシスソーダ ¥800

Jus d'Orange Bio オレンジジュース ¥700 Cassis Orange カシスオレンジ ¥800

Coca-Cola コカ・コーラ ¥650 Fuzzy Navel ファジーネーブル ¥800

Ginger Ale ジンジャーエール ¥650 Ricard リカール ¥800

Thé Oolong ウーロン茶 ¥650 "HAKUSYU"High Ball 白州ハイボール ¥1,100

Orangina オランジーナ ¥750

Evian 750ml エヴィアン 750ml ¥780

Sanpellegrino 750ml サンペレグリーノ 750ml ¥780 Non-Alcoholic Beer ドライゼロ ¥780

Café glacé アイスコーヒー ¥700 Non A Cassis Soda ノンアルコール　カシスソーダ ¥780

Thé glacé アイスティー ¥700 Non A Cassis Orange ノンアルコール　カシスオレンジ ¥780

Café au lait glacé アイスカフェオレ ¥750 Non A Fuzzy Navel ノンアルコール　ファジーネーブル ¥780

Shirley Temple シャーリーテンプル ¥780

Boisson Fraiche

冷たい飲み物

Sans Alcool Menu

ノンアルコールメニュー

アルコールメニュー

※価格は全て税別となっております。

Boissons Chaudes

温かい飲み物 ※価格は全て税別となっております。

Alcool Menu



Olive オリーヴ ¥300 ♦ Glace et Sorbet アイス・シャーベット盛り合わせ ¥600

Cornichon ピクルス ¥300 ♦ Tarte du Jour 本日のタルト ¥650

Noix Diverses ミックスナッツ ¥350 ♦ Pouding Royale 高貴なプリン ¥680

Rillettes de Porc 吉田豚のリエット ¥500 ♦ Chocolat Légère チョコレートの軽いケーキ ¥680

Paté de Campagne 田舎風パテ ¥600 ♦ Gâteau Fromage なめらかなチーズケーキ ¥680

Saumon Mariné サーモンマリネ ¥600 ☆ Parfait au Chocolat 日本一おいしい！100％手作り ¥800

Légumes a la Grecque 野菜のグレック ¥600 チョコレートパフェ

Chorizo イベリコ豚のチョリソー ¥600 ♡ Parfait à la fraise 冬限定！！自家製いちごパフェ ¥980

Jambon Cru スペイン産ハモンセラーノの生ハム ¥800

Pain grillé à l'ail ガーリックトースト ¥500 　　　　　　Dessert set 　デザートセット　コーヒー又は紅茶

Pain バゲット ¥200 ¥1,000

Beurre ノルマンディー産無塩バター ¥350 ¥1,200

¥1,300

冷たいドリンクに変更・・・＋￥50

Pâtes sauce bolognaise Fromage フランス産チーズ各種 \600～

スパゲッティミートソース ¥1,200

Rosbif

冷製ローストビーフ ¥1,850 Marc de Alsace マールドアルザス　 ¥1,000

Calvados カルヴァドス ¥1,200

Bas-Armagnac バ・ザルマニャック ¥2,200

Chateau Sauternes シャトー・スデュイロー ¥1,000

　　☆100％手作りチョコレートパフェセット

　   ☆冬限定！！自家製いちごパフェ

Plat Fromage

お食事 チーズ

Digestif Menu

食後酒メニュー

※価格は全て税別となっております。 ※価格は全て税別となっております

Hors-d'oeuvre Dessert Menu

オードヴル  軽いおつまみ デザートメニュー

　　　デザートセット(上記♦より一つお選び下さい)


