
A La Carte ア・ラ・カルト　冷たい前菜

Pâté de lièvre (Hare of putty)

ジビエ入荷！フランスの味 野ウサギのパテ ¥1,500 (税別)

Huître en gelée au citron vert (Oyster with lime gelee)

三陸産 牡蠣のポッシェ ライム風味のジュレ(2ピース) ¥1,400 (税別)

Hakkaisan saumon mariné (Marinated salmon)

新潟 清流で育った八海山サーモンのマリネ ¥1,200 (税別)

Terrine de crabe sauce coulis de tomate (Crab and Scallop terrine)

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 ¥1,250 (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 ¥1,200 (税別)

Assiette charcutier (Assorted putty, raw ham, chorizo)

シャルキュトリー(パテ･生ハム･チョリソー)盛り合わせ ¥1,400 (税別)

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

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)

Pain (Bread )

パン ¥200 (税別)

ア・ラ・カルトはコースと同じ量になります。

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

Confit de Balaou du japon (Mackerel pike confit and potatos)

北海道 鮮サンマのコンフィとじゃがいも ¥1,400 (税別)

Moules à la marinière (Steamed mussel cooked in a stock of white wine)

モンサンミッシェル産 ムール貝のワイン蒸し ¥1,500 (税別)

Gratin de pâtes au crabe (Crab and penne gratin )

渡り蟹のベシャメルソースのペンネグラタン ¥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)

A La Carte ア・ラ・カルト　お魚料理・お肉料理

Poêlée de poisson sauce aux moule à la Safran(Pan-fried fish mussles and saffron sauce)

本日鮮魚のポワレ ムール貝のジュとサフランのソース ¥2,200 (税別)

Homard thermidor (Lobster Thermidor)

限定6人前！オマール海老のテルミドール ¥3,000 (税別)

Cassoulet au confit de canard (Traditional French Cassoulet)

冬！南仏郷土料理カスレ鍋と鴨モモ肉のコンフィ ¥2,700 (税別)

(白インゲン豆と吉田豚ソーセージや豚肉の煮込み)

Pigeon ramier/Perdreau rouge/Grouse

ジビエ入荷しました！ 山バト 1/2羽 (Wood Pigeon) ¥3,100 (税別)

スコットランド産 赤ヤマウズラ 1/2羽 (Perdreau) ¥3,100 (税別)

ライチョウ 1/2羽 (Grouse) ¥3,400 (税別)

Chevreuil rôti sauce poivrade (Wild Hokkaido Venison with a red wine and black pepper Sauce)

ジビエ！北海道 エゾ鹿もも肉のロースト ソースポワヴラード ¥2,500 (税別)

Marcassin rôti sauce jus aux herbes(Roasted Wild Boar)

ジビエ！プロが仕留めた 野生の猪ロースのロースト ハーブ風味 ¥2,900 (税別)

Joue de Boeuf braisée (Beef cookde in red wine)

牛ホホ肉の赤ワイン煮込み ¥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 ¥2,700 (税別)

自家製シュークルート添え 限定６名様

Entrecôte de boeuf Limousin (Roasted French beef)

フランス リムーザン牛リブロースのロースト 赤ワインソース ¥3,400 (税別)

 (別途サービス料１０％頂戴いたします）


