下記メニュー以外に４８００円プリフィクスコースをご用意しております。
１２月22・２３・２４・２５日はクリスマス営業となり7500円と9800円の2コースのご用意です。（税サ別）
上記４日間は２時間制17ｈ～19ｈ

17ｈ30～19ｈ30

18ｈ～20ｈ

19ｈ30～21ｈ30

20ｈ15～

20ｈ45～となります。

年末は３0日(日)迄、年始は２日(水)より営業致します。宜しくお願いします

Menu a 5800yen(6264)

Menu a 7500yen(8100)

Amuse1 Gougères

Amuse1 Gougères

Amuse1 Gougères

サーモンのムースを詰めたグジェール

サーモンのムースを詰めたグジェール

サーモンのムースを詰めたグジェール

Amuse2 Beurre d'Isigny
パンとご一緒に

ノルマンディ産

最高級イズィニーバター

Terrine Crabe et St-Jacques sauce 3 couleure
北海道産帆立貝とズワイガニのテリーヌ
アヴォカド・トマト・ヨーグルトの３色のソース

Daurade Poêlee sauce saflan
愛媛県産真鯛のポワレ

サフラン香る白ワインソース

Filet de Boeuf Rôti sauce aux hèrves
特選和牛内もも肉のロースト ハーブとケッパーのジュのソース

Amuse2 Beurre d'Isigny
パンとご一緒に

ノルマンディ産

最高級イズィニーバター

Terrine Crabe et St-Jacques sauce 3 couleures
北海道産帆立貝とズワイガニのテリーヌ
アヴォカド・トマト・ヨーグルトの３色のソース

Hommard etDaurade Poêlee sauce aux Moûles
カナダ産オマール海老と愛媛県産真鯛のポワレ
ムール貝のマリニエールソース

デザート

別途サービス料10％頂戴致します。

最高級イズィニーバター

Terrine Crabe et St-Jacques sauce 3 couleures
北海道産帆立貝とズワイガニのテリーヌ フランス産キャビア添え

アヴォカド・トマト・ヨーグルトの３色のソース

Hommard etDaurade Poêlee sauce aux Moûles
カナダ産オマール海老と愛媛県産真鯛のポワレ
ムール貝のマリニエールソース

Filet de Boeuf Rôti avec Foie Gras sauce aux Truffes

国産牛フィレ肉のロースト トリュフ香る赤ワインソース

トリュフ香る赤ワインソース

又は

又は

Poulet de Bresse sauce Morrilles a la crème
Dessert du Jour

Poulet de Bresse avec Foie Gras sauce Morrilles a la crème
世界一の鶏肉 ブレス鶏のローストとフランス産フォアグラのポワレ

ソースモリーユ

ア・ラ・クレーム

Dessert du Jour
デザート

Café

コーヒー

ノルマンディ産

国産牛フィレ肉のローストとフランス産フォアグラのポワレ

デザート

Café

Amuse2 Beurre d'Isigny
パンとご一緒に

Filet de Boeuf Rôti sauce aux Truffes

世界一の鶏肉 ブレス鶏のローストソースモリーユア・ラ・クレーム

Dessert du Jour

Menu a 9800yen(10584)

Café

コーヒー
別途サービス料10％頂戴致します。

コーヒー
別途サービス料10％頂戴致します。

プリフィックスコース
リエット・冷前菜・温前菜・メイン・デザート￥4800（5184）
冷たい前菜
1

愛媛県産 真鯛のカルパッチョ 新玉ねぎのマリネ
ポルトガル産BIOオリーヴオイルのラヴィゴット
Carpaccio de Daurade sauce ravigote (Fresh Sea bream Carpaccio ravigote sauce)

2

オマール海老と帆立・甘エビ・サーモンのコンポジション
オマールジュレとカリフラワーのムース(+500)

3

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

Homard en gelée(Lobster gelee and cauliflower mousse)
Terrine de crabe sauce coulis de tomate (Crab and Scallop terrine)

温かい前菜
1

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

2

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(+300)

Maqureau et radis en terrine tiède(Warm terinne de mackerel and radish)
"Hot Cake" de Foie Gras aux Truffes (Foie gras pancake)

メインディッシュ
1

本日鮮魚のポワレ 雲丹の白ワインクリームソース
Poêlée de poisson sauce à la crème d'Oursins (Pan-fried fish Sea urchin white wine sauce)

2

カナダ産オマール海老と本日鮮魚のポワレ
サフランソースで(+600)
Homard rôti et poêlée de poisson sauce Safran(Roasted Robster and Pan-fried fish)

3

北海道産 エゾ鹿ロース肉のロースト
赤キャベツのエチュベとクランベリーソース
Chevreuil rôti aux Canneberge (Roast of venison with cranberry sauce)

5

国産牛ホホ肉とオーストラリア産牛バラ肉の赤ワイン煮込み
Ragoût de boeuf au vin rouge(Beef cookde in red wine)

7

オランダ産 仔牛ロースのロースト
ポルチーニ茸のソテー添え マデラ酒ソース(+800)

8

黒毛和牛のロースト 赤ワインソース(+800)

Côte de veau rôti (Veal loin roast)
Boeuf "JAPONAIS"(WAGYU Steak)

メニューは例となります。その日の仕入れによって内容が変わりますのでご了承くださいませ
(別途サービス料１０％頂戴いたします）

