
￥2200(税別)

￥1200(税別)

￥1500(税別)

￥1200(税別)

￥1400(税別)

(温菜)紅ズワイガニのペンネグラタン

￥1300(税別)

　　　Jambon Cru (Basque raw ham ) レギュラーサイズ　　　　　　 ￥1900(税別)

　　　Caviar(Caviar)

フランスアキテーヌ産キャビア まるまる一瓶（18ｇ）　　　　　　 ￥5500(税別)

フランス産チーズの盛り合わせ2種～ ￥1200～(税別)

　　　Les Fromages (Cheese plattar)

ピエール・オテイザさんのバスク地方の生ハム 　 　 　　ハーフサイズ　　　　　　

￥1300(税別)

　　  Gratin de Zuwaigani avec penné(Gratin of red snow crab and Penne)

(温菜)冬の定番！！牛トリップのトマト煮（トリップ・ア・ラ・トマト） ￥1300(税別)

　    Gras Double(Stewed tripe cooked with tomato sauce)

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)

シャルキュトリー(パテ･生ハム･チョリソー)盛り合わせ

　　　Assiette charcutier (Assorted putty, raw ham, chorizo)

(温菜)フレッシュ黒トリュフと野菜･フォアグラのスープパイ包み ￥1300(税別)

　    Soupe aux truffes noires et foie gras(Soupe of truffe and foie gras)

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 ￥1250(税別)

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

佐賀県産 黒毛和牛モモ肉の冷製ローストビーフ ￥1300(税別)

　　　 Rôti de boeuf froid  (Cold roast beef)

カニ・ホタテ・オマール海老のコンソメジュレ寄せカリフラワーのムースと共に

       Gelée de crustacé(Zuwaigani・Saint-Jacques・Homard ）（crustacean and gelee）

本日鮮魚のカルパッチョ 自家製カラスミをアクセントに

     Carpaccio de Poisson avec Boutargue(Fresh fish Carpaccio)

フォアグラ・トリュフフェアー

ア・ラ・カルト
前菜

     (Traditional style Cold meat pie,foie gras,green kidney bean)

鴨･吉田豚のパテアンクルートと冷製フォアグラの赤ワイン煮 インゲンのサラダ

     Pâté de canard et porc en croûte,Foie gras froid,sarade haricot vert



ラカン産仔鳩とフォアグラ･カブのコンソメ仕立て

　　 Consommé de pigeonneau et navet au foie gras(Pan-fried fish white saffron sauce with Frit of milt)

本日鮮魚のポワレとガダイフをまとった白子のフリット香り豊かなサフランのソースで

 　　Poêlée de poisson et laitance sauce safran (Pan-fried fish white saffron sauce with Frit of milt)

オマール海老のロースト ソース・アメリケーヌ

￥2000(税別)

￥600(税別)

￥650(税別)

￥680(税別)

￥800(税別)

   季節限定！！自家製いちごパフェ ￥980(税別)

    parfait à la fraise  (Strawberry parfait）

　なめらかなチーズケーキ 
　Gâteau Fromage  (Chiffon cheesecake)

　日本一おいしい！100％手作りチョコレートパフェ
 　Parfait au Chocolat (Chocolate banana parfait)

　チョコレートの軽いケーキ ￥680(税別)
　Chocolat Légère (Chocolate mousse)

　　Tarte du Jour (fruit tart)

　高貴なプリン ￥680(税別)

    Créme Renver (Cream caramel)

　アイスクリーム・シャーベット盛り合わせ

　Glace et Sorbet (Ice cream and sherbet)

　本日のタルト 

　Beurre (French made butter)

デザート

ノルマンディ－産最高級無塩バター ￥350(税別)

　　　Pain (Bread )

黒毛和牛のロースト 赤ワインソース ￥3500(税別)
    "Boeuf "WAGYU"Roasted ("WAGYU " steak red wine sauce)

自家製パン ￥200(税別)

　　Côte de Porc Rôti (Roasted Pork chop)

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

限定６人前！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 ￥2700(税別)

  (白インゲン豆や豚肉の煮込みの南仏郷土料理)
　　Cassoulet au confit de canard (Traditional French Cassoulet)

北海道 エゾ鹿パイ包み ソースポワヴラード ￥2200(税別)

牛ホホ肉の赤ワイン煮込み
　　   Joue de Boeuf braisée (Beef cookde in red wine)

冬カスレ鍋と自家製吉田豚ソーセージ・鴨モモ肉のコンフィ ￥2200(税別)

￥3300(税別)

　　Homard Rôti Sauce Américaine（Roasted lobster Sauce américaine）

メインデイッシュ

￥1850(税別)

￥3300(税別)

  牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ風 ￥3300(税別)

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


