
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)

オマール海老と帆立のジュレ カリフラワーのムース ¥1,500 (税別)

Homard en gelée (Lobster gelee and cauliflower mousse)

桜肉(馬肉)のタルタル かりかり焼きチーズ添え ¥1,300 (税別)

Tartare de Cheval (Horsemeat tartare)

フランス産ホワイトアスパラガスとアスパラソバージュ ¥1,300 (税別)

トリュフビネグレット 生ハム添え

Salade d'Asperge vinaigrette à la truffe
(Asparaga

s salad

真鯛のカルパッチョとフヌイユのマリネ ミモレットとオリーヴのラヴィゴット

Carpaccio de Daurade sauce mimolette et Olives
(Fresh

Sea ¥1,200 (税別)

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)

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

Fondant de foie de canard aux griottes (Mousse of duck of the lever) ¥1,200 (税別)

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

ピエール・オテイザさんのバスク地方の生ハム ¥1,300 (税別)

Jambon cru (Basque raw ham ) ¥1,900 (税別)

オリーブの盛り合わせ

Olives Panachées (Olives) ¥600 (税別)

グリーンサラダ　

Salade Vert (Green Salade) ¥500 (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)

ハーフサイズ

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

白ハマグリとフランス産ホワイトアスパラガス・モリーユ茸の ¥1,200 (税別)

クラムチャウダー

Chaudrée de palourdes,Asperges blanches et Morilles (Clam chowder with white asparagus and morel)

ビスク・ド・オマール(濃厚なオマールスープ)のパイ包み ¥1,300 (税別)

Bisque de homard en feuilletée (Lobster bisque pie)

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)

エスカルゴ・ツブ貝・マッシュルームのブルゴーニュ風熱々バター焼き ¥1,200 (税別)

Escargot et Bulots a là bourgignon (Bourguignon of Escargot,whelk and mushroom)

A La Carte ア・ラ・カルト　お魚料理・お肉料理

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)

限定！骨付きだからより美味しい！ 仔牛骨付きロースのロースト(2人前)¥7,500 (税別)

ペドロヒメネスのソース
(Veal loin roast)

ブルターニュ産 仔牛バラ肉のブランケット ¥2,200 (税別)

(Boiled cream of veal)

鴨胸肉のロースト フォアグラとトリュフのロッシーニ風 ¥2,800 (税別)

Canard Rossini (Rossini of duck breast)

ピレネー産仔羊もも肉のローストブーランジェール添え ¥2,400 (税別)

Gigot d'agneau rôtie avec boulangère (Roast of lamb avec boulangère)

牛ホホ肉の赤ワイン煮込み ¥2,000 (税別)

Joue de Boeuf braisée (Beef cookde in red wine)

限定！ 吉田さん家の豚 骨付きロース肉のロースト自家製シュークルート添え

Côte de Porc rôtie (Roasted Pork chop) ¥2,700 (税別)

宮崎 有田牧場のEMO牛ロース肉のロースト 赤ワインソース ¥3,300 (税別)

(エモー：Earth Medicine 0大地に薬はゼロを目指す)
(WAGYU Steak )Boeuf "JAPONAIS"(WAGYU Steak )

Blanquette de veau

(酪農が盛んなブルターニュ風のクリーム煮)

Côte de veau rôti

 (別途サービス料１０％頂戴いたします）


