
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)

愛媛県産 真鯛のカルパッチョ 新玉ねぎのマリネ ¥1,200 (税別)

  愛媛みかんのヴィネグレットソース
Carpaccio de Daurade sauce Mandarine  (Fresh Sea bream Carpaccio) 

オマール海老と帆立・甘エビ・サーモンのコンポジション ¥1,700 (税別)

オマールジュレとカリフラワーのムース
Homard en gelée(Lobster gelee and cauliflower mousse)

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)

長崎県対馬産仔猪のパテ・ド・カンパーニュ ¥1,600 (税別)

あんぽ柿とほろ苦いサラダ
Pâté de sanglier(Putty of wild boar) 

ノワゼット香る黒毛和牛内モモ肉のローストビーフ ¥1,600 (税別)

グラニ―スミスとクレソン・インゲンのサラダ
Rôti de bœuf de Salade　　　　　　　　　　　　　　(Roast beef salad )

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

オリーブの盛り合わせ
Olives Panachées (Olives) ¥600 (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)

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

グリュイエールチーズでグラチネしたあつあつオニオングラタンスープ ¥700 (税別)

soupe à l’oignon gratiné　　　　　　　　　(Onion Gratin Soup )

真サバとじゃがいもの温かいテリーヌ レモン香る大根のマリネ添え ¥1,300 (税別)

Maqureau et radis en terrine tiède　　　　　　　　　(Warm terinne de mackerel and radish)

吉田豚のジャンボン・ペルシエ スープ仕立て ¥1,400 (税別)

～アフィデリスのラビオリと共に～
Soupe de jambon perisill　　　　　　　　　　　　　（Ham and parsley soup ）

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)

フランス産 ブレス鶏のエフィロッシュと帆立のポワレ ¥1,700 (税別)

モリーユ茸のソースをからめて
Poulet de Bresse et St-Jacque  sauce morille （chicken and Scallop )

A La Carte ア・ラ・カルト　お魚料理・お肉料理

 オマール海老・鰆・白ハマグリ・ムール貝の サフラン香るブイヤベースソース ¥2,900 (税別)

Bouillabaisse de homard (Bouillabaise)

吉田豚の自家製ソーセージ・プティサレ 冬の根菜のポトフ ¥2,200 (税別)

Pot-au-Feu avec saucisse et petit salé fais maison (French stew of  Vegetable and Porc)

黒毛和牛とじゃがいも・グリュイエールチーズの

アッシェ パルマンティエ サワークリームのソース ¥2,200 (税別)

Hachis Parmentier (Shepherd's pie)

鴨もも肉・仔羊・吉田豚のカスレ ¥2,600 (税別)

Cassoulet au confit de canard (Traditional French Cassoulet)

長崎県対馬産 仔猪モモ肉のロースト ¥2,400 (税別)

 シャンピ二ヨンボルドレーズとペドロヒメネスのソース

Marcassin rôti  (Roasted of wild boar meat)

長崎県対馬産 仔猪のロワイヤルト フォアグラ・黒トリュフ共に ¥4,600 (税別)

Marcassin à la Royal　　　　　　　　　　（Stews of wild boar meat)

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)

Boeuf "JAPONAIS" (WAGYU Steak)

黒毛和牛のロースト 黒トリュフ香る赤ワインソース ¥3,300 (税別)

Boeuf "JAPONAIS" (WAGYU Steak)

 フランス産 ブレス鶏のローストとフリカッセ モリーユ茸のクリームソース ¥3,500 (税別)

Poulet de Bresse sauce Morrilles　　　　（Roast chicken and fricassee with cream sauce）  

牛フィレ肉と鴨フォアグラのロッシーニ ¥4,000 (税別)

Filet de Bœuf  en "Rossini"   (Beef fillet with duck foiegras steak "Rossini")   

このマークはフェアメニューのお料理です。

 (別途サービス料１０％頂戴いたします）


