
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)

  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)

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)

岩手県産 真牡蠣とプレミアムアンガス牛ローストビーフ のアンサンブル

Rosbif Bœuf et huître (Roast beef and oyster) (Roast beef and oyster) ¥1,800 (税別)

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)

桜肉(馬肉)のカルパッチョ 柚子胡椒のヴィネグレット ¥1,300 (税別)

ほろ苦いワサビ菜のサラダ添え
Carpaccio de Cheval　　　　　　　　　　　　　　　　(Horsemeat Carpaccio)

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

モンサンミッシェル産ムール貝の白ワイン蒸し ¥1,500 (税別)

Moule à la Marinière                                          （Steamed mussel cooked in a stock of white wine ）

北海道産 秋鮭のミキュイ そのいくらと柑橘のソース ¥1,600 (税別)

saumon mie cuit sauce Agrumes　　　　　 　　　　（Mi-cuit de saumon ）

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

 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)

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

カナダ産オマール海老と本日鮮魚 サフランソースで ¥3,000 (税別)

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

ベルギー産 オリーブポーク 骨付きロース肉のロースト(３００g)

自家製シュークルート添え ¥2,700 (税別)

Côte de Porc rôtie (Roasted Pork chop)

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

(Roast of venison with cranberry sauce) ¥2,800 (税別)

鴨胸肉のロースト 旬のお野菜とグランマニエ香るオレンジソース ¥2,100 (税別)

Canard rôti et légumes de saison sauce orange(Roasted duck breast)

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 ¥2,000 (税別)

Ragoût de boeuf au vin rouge (Beef cooked in red wine)

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

(Veal loin roast) ¥3,300 (税別)

宮崎 有田牧場のEMO牛ロース肉のロースト 赤ワインソース ¥3,300 (税別)

(エモー：Earth Medicine 0　大地に薬はゼロを目指す)
Boeuf "JAPONAIS" (WAGYU Steak)

 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 "Rossini"                     (Beef fillet with duck foiegras steak "Rossini")   

Chevreuil  rôti  aux Canneberge

Côte de veau rôti

 (別途サービス料１０％頂戴いたします）


