
A La Carte ア・ラ・カルト　冷たい前菜

Carpaccio de Bœuf (Beef Carpaccio)

A5ランク鹿児島黒牛 優勝牛外もも肉のカルパッチョ ¥1,500 (税別)

Carpaccio de Poisson avec mariné de légumes (Fresh fish Carpaccio)

本日鮮魚のカルパッチョと季節野菜のマリネ ¥1,200 (税別)

Blandade à la Tomate farci (Tomato stuffed with Brandade)

トマトのケースに入った南仏名物ブランダード ¥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)

Ballotine de cochon (Pork Ballotine)

スペイン産仔豚のバロティーヌ ¥1,300 (税別)

Salade jambon et girolle avec œuf pochés (Salada Prosciutto, golden chanterelle and  poached egg)

バイヨンヌ産生ハムとジロール茸のサラダ ポーチドエッグ添え ¥1,400 (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)

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)

A La Carte ア・ラ・カルト　温かい前菜

Soupe du Jour (Today's Soup) ¥700 (税別)

本日のスープ ¥400 (税別)

Assiette de Légumes Chauds (Braised warm vegetable) ¥1,200 (税別)

季節の温野菜 ¥800 (税別)

ハーフサイズ

ハーフサイズ

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

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)

Feuilleté de sardine et légumes d'été coulis de poivron(Sardine and summer vegetable pie bell pepper sauce)

イワシと夏野菜のフイユテ(パイ) パプリカのクーリ添え ¥1,300 (税別)

Furiture de "Hamo" et Gaspacho de melon d'hiver (Deep fried sharp-toothed eel and wax gourd gaspacho)

鱧(ハモ)のフリット 冬瓜のガスパチョ仕立て ¥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)

Homard rôti sauce américaine (Roasted lobster)

カナダ産オマール海老のロースト ソース アメリケーヌ ¥2,500 (税別)

A La Carte ア・ラ・カルト　お魚料理・お肉料理

Poisson du Jour (Today's fresh fish dishes)

本日のお魚料理 ¥2,200 (税別)

Steak frites (Beef steak and french fries)

黒毛和牛 三角肉のステックフリット(牛ステーキ&フレンチフライ) ¥2,200 (税別)

Canard rôti sauce poivre vert (Fluke duck roti)

ハンガリー産鴨ムネ肉のロティ グリーンペッパーソース ¥2,200 (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)

Agneau rôti (Roasted French lamb)

１６年ぶりの入荷！本場南仏産 仔羊のロースト ¥2,600 (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)

茨城県産とんがりキャベツの自家製シュークルート添え 限定６名様

Boeuf "JAPONAIS" (YAMAGATA "5A" beef)

A5ランク！山形牛のロースト ¥3,000 (税別)

 (別途サービス料１０％頂戴いたします）


