
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)

桜肉(馬肉)のカルパッチョ ペドロヒメネスとエシャロットのヴィネグレットソース ¥1,200 (税別)

Carpaccio de cheval (Fresh Horsemeat Carpaccio)

オマール海老と帆立・甘エビのコンポジション ¥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)

愛媛県産 真鯛のカルパッチョ 柚子のヴィネグレットソース ¥1,200 (税別)

Carpaccio de Daurade  (Fresh Sea bream Carpaccio) 

北海道産ズワイガニ・ホタテのテリーヌとズワイガニ・アボカドのクネル ¥1,250 (税別)

Terrine de crabe sauce ravigotte (Crab and Scallop terrine)

国産牛ローストビーフと真牡蠣のアンサンブル ¥1,600 (税別)

Rosbif et huître       (Roast beef and oyster)

国産牛ローストビーフとフランス産 ホワイトアスパラ ¥1,800 (税別)

シャンパンヴィネガーでマリネした春野菜のサラダ仕立て
Salade de rosbif et asperges blanches(Roasted beef and white asparagus sarada)

兵庫県産 丹波黒どりと牛蒡のガランティーヌ 緑野菜とハツのサラダ ¥1,200 (税別)

Galantine de poulet et salsifis(Chicken galantine)

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)

シャルキュトリー(パテ･生ハム･チョリソー)盛り合わせ

ア・ラ・カルトはコースと同じ量になります。

 (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

フランス産 ホワイトアスパラとグリーンアスパラ、リ・ド・ヴォーのフリカッセ ¥1,800 (税別)

Poêlée de asperges blanches à la portgaise(Sauteed white asparagus)

桜鱒のミキュイとフランス産 ホワイトアスパラのソテー ¥1,800 (税別)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケッパーとフキノトウのソース

Saumon mi-cuit et asperges blanches(Cherry salmon and White Asparagus)

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)

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)

A La Carte ア・ラ・カルト　お魚料理・お肉料理

桜鯛と白ハマグリ・桜海老香るブイヤベース ¥2,000 (税別)

Bouillabaiss

鴨もも肉のコンフィ・自家製ソーセージ・羊・インゲン豆のカスレ ¥2,800 (税別)

Cassoulet au confit de canard(Duck Cassoulet)

ハンガリー産 マグレ鴨胸肉のロースト オレンジとアールグレイのソース ¥2,000 (税別)

Homard rôti et poêlée de poisson 　(Roasted Robster and Pan-fried fish)

国産牛ホホ肉の高貴な赤ワイン煮込み ¥2,000 (税別)

Ragoût de joue de boeuf à la vin rouges (Beef cooked in red wine)

本日鮮魚のポワレ 雲丹の白ワインクリームソース ¥2,000 (税別)

Poêlée de poisson sauce à la crème d'Oursins 　　(Pan-fried fish Sea urchin white wine sauce)

スプリングラム(仔羊)背肉のロースト ソースジェノベーゼ ¥2,000 (税別)
Carré d'agneau rôti(Roasted lamb)

山形県産 蔵王牛内モモ肉のロースト 赤ワインソース ¥2,700 (税別)

Noix de bœuf de "ZAOGYU" rôti sauce vin rouge(Roasted beef)

フランス産 仔牛ロース肉のロースト モリーユ茸のソース ¥2,800 (税別)

Veau rôti sauce morilles(Roasted calf)

牛・フォアグラ・トリュフのパイ包み焼き ソースマデール ¥3,200 (税別)

En croûte de boeuf et foie gras sauce madere(Various meat pie wraps)

青森県産 野ウサギのロワイヤル フォアグラのポワレ ¥4,500 (税別)

Lièvre à la royale(Hare)

 (別途サービス料１０％頂戴いたします）


