
Entrée Déjeuner le Vent le Roi
　- エントリー -　6皿 　- デジュネ -　8皿 　- 風 -  9皿 　- 王 -  10皿

Amuse Amuse Amuse Amuse
ラディッシュ ‐ 花 ラディッシュ ‐ 花 ブッラータチーズと苺 ‐ 万華鏡 ブッラータチーズと苺 ‐万華鏡

サーモンとオゼイユ ‐ ドレスアップ ラディッシュ ‐ 花 ラディッシュ ‐花

サーモンとオゼイユ ‐ ドレスアップ サーモンとオゼイユ ‐ドレスアップ

Crabe Poisson du jour Oursin et Caviar
ズワイ蟹のエッセンス ‐ クッション 鮮魚 ‐ 築地からの贈り物 Foie Gras et Chou de Bruxelles 雲丹とキャビア ‐太陽

フォアグラと芽キャベツ ‐ 発芽
Foie Gras et œuf

Calmar et Navet Consommé フォアグラと卵 ‐生まれたての卵

烏賊と蕪 ‐ 収穫 コンソメ ‐ ノーメイク Consommé
コンソメ ‐ ノーメイク Homard … Avec Truffe ou EBIFURAI 

活オマール海老とトリュフ ‐香る重箱

お好きな主菜をお選びいただけます。 お好きな主菜をお選びいただけます。 又は
En Croute Croise ou Agneau ou Poisson Joue de Bœuf ou Agneau ou Lapin ou Poisson お好きな主菜をお選びいただけます。 活オマール海老１尾 ‐世界一の海老フライ

クロワゼ鴨と折りパイ ‐ 上質なジャケット 黒毛和牛の頬肉と赤ワイン ‐ 流木 Homard ou Lapin ou Agneau ou Canard ou Bœuf 
仔羊の腿肉と牛蒡 ‐ 溶岩 仔羊の腿肉と牛蒡 ‐ 溶岩 活オマール海老とトリュフ ‐ 香る重箱 お好きな主菜をお選びいただけます。

鮮魚 ‐ 十人十色 ウサギ背肉とフォアグラ ‐ 王様の枕 ウサギ背肉とフォアグラ ‐ 王様の枕 Filet de Bœuf ou Entrecôte ou Pigeonneau ou Canard Croise
鮮魚 ‐ 十人十色 仔羊の鞍下肉とローズマリー ‐ 羽衣 特選黒毛和牛フィレと柚子胡椒と燻製塩 ‐パレット

クロワゼ鴨の胸肉と柑橘 ‐ 才色兼備 特選黒毛和牛サーロインとペドロヒメネス ‐地層

特選黒毛和牛サーロイン ‐ 地層 仔鳩の胸肉と腿肉 ‐美食の象徴
Fruit rouge et Riz Fruit rouge et Riz クロワゼ鴨の胸肉と柑橘 ‐才色兼備

赤い果実と米 ‐ 実り 赤い果実と米 ‐ 実り
"MARUTAMA" "MARUTAMA"

卵 ‐ 丸玉 卵 ‐丸玉
Orange Sanguine et Café Chocolat Blanc

ブラッドオレンジと珈琲 ‐ 夕陽 ショコラブラン"オパリス" ‐ グラタン Chocolat Blanc Chocolat Blanc
ショコラブラン"オパリス" ‐ グラタン ショコラブラン"オパリス" ‐グラタン

Mignardises , Café Mignardises , Café Mignardises , Café 
Café タイベリーとショコラとアーモンド ‐ ゆりかご タイベリーとショコラとアーモンド ‐ ゆりかご タイベリーとショコラとアーモンド ‐ゆりかご

珈琲豆トアルコトラジャBL ‐ セレベスの誇り 珈琲豆 トアルコ トラジャBL ‐ セレベスの誇り 珈琲豆 トアルコ トラジャBL ‐ セレベスの誇り 珈琲豆 トアルコ トラジャBL ‐セレベスの誇り

Mariage de mets et des vins  + ￥2,400 Mariage de mets et des vins  + ￥3,200 Mariage de mets et des vins  + ￥3,800 Mariage de mets et des vins
" Entrée " 、御一皿ずつに合わせた3杯のワインセット ( 計270ｃｌ ) " Déjeuner " 、御一皿ずつに合わせた4杯のワインセット ( 計340ｃｌ ) " le Vent "、御一皿ずつに合わせた5杯のワインセット ( 計340ｃｌ )  " le Roi " 、御一皿ずつに合わせた6杯のワインセット (計410cl )

仕入れ状況により、コース内容が変更になる場合がございます。ご了承くださいませ。

 + ￥4,800

¥2,500

We ask for a 10% service charge and 8% consumption tax separately. We appreciate your understandig.
Nos pricix inclus un supplément de 10% pour les charges de restaurant ainsi que 8% pour les charges gouvernementales.

別途、消費税 8% ・サービス料 10% 頂戴致します。

¥3,800 ¥5,500 ¥9,500

ランチメニュー

少しでも期待と想像をもって楽しんで頂けるよう、メニュー記載は、

左に「食材名」、右に「御皿上のイメージ」のみとなっております。
8 , 9 , 10 階 レストランメニュー


