
Entrée Déjeuner Le Vent Le Roi
　- エントリー -  (平日限定) 　- デジュネ -　8皿 　- 風 -  9皿 　- 王 -  10皿

Radis Radis Fromage Burrata et Fraise Fromage Burrata et Fraise
ラディッシュ ‐ 花 ラディッシュ ‐ 花 ブッラータチーズと苺 ‐ 万華鏡 ブッラータチーズと苺 ‐万華鏡

Radis Radis
Potiron et Crevette ラディッシュ ‐ 花 ラディッシュ ‐花

南瓜と車海老 ‐ 積層

Saumon et Tomate Potiron et Crevette Saumon et Avocat
サーモンとトマト ‐ 夕陽 南瓜と車海老 ‐ 積層 サーモンとアボカド ‐島

Betterave et Foie gras
ビーツとフォアグラ ‐ 染色 Saumon et Avocat Caviar et St-jacques

サーモンとアボカド ‐ 島 キャビアと帆立貝 ‐雲海

Foie gras et Consommé
フォアグラとコンソメ ‐ 水面 Poisson , Chrysanthème et Yuzu Foie gras et Topinambour フォアグラとの組み合わせをお選びいただけます。

海の幸と春菊と柚子 ‐ 三重奏 フォアグラと菊芋 ‐ 雪化粧 Foie gras et Topinambour ou Foie Gras et œuf "MARUTAMA"

フォアグラとトリュフと菊芋 ‐ 雪化粧

フォアグラとトリュフと卵 ‐ 鳥の巣

お好きな主菜をお選びいただけます。 お好きな主菜をお選びいただけます。 お好きな主菜をお選びいただけます。

Porc "YOSHIDA" ou Canard ou Poisson Tranche de Bœuf ou Entrecôte ou Homard ou Canard ou Chevreuil Homard et Vin rouge
吉田豚のフィレ肉 ‐ 巻物 Prorc ou Agneau ou Poisson 黒毛和牛のサーロイン ‐ 津々浦々 オマール海老と赤ワイン ‐息吹

仏産バルバリー鴨の胸肉 ‐ 艶美 黒毛和牛の腿肉 ‐ 美脚 オマール海老 ‐ 息吹

本日の海の幸 ‐ 十人十色 スペイン産 仔豚とフォアグラ ‐ オブジェ シャラン鴨の胸肉 ‐ 才色兼備 お好きな主菜をお選びいただけます。

仔羊の背肉と茄子 ‐ 岩石 蝦夷鹿の腿肉 ‐ 季節風 Entrecôte ou Filet de Bœuf ou Pigeonneau
本日の海の幸 ‐ 十人十色 黒毛和牛のサーロイン ‐津々浦々

黒毛和牛のフィレ ‐威風堂々

Pomme et Lait Pomme et Lait "MARUTAMA" 仔鳩の胸肉と腿肉 ‐美食の象徴

林檎とミルク ‐ 雪山 林檎とミルク ‐ 雪山 卵 ‐ 丸玉

Pomme et Lait
林檎とミルク ‐雪山

Mascarpone et Cassis Mascarpone et Cassis Cacao et Amande
マスカルポーネとカシス ‐ 雪崩 マスカルポーネとカシス ‐ 雪崩 カカオとアーモンド ‐ 浮島 Cacao et Meringue

カカオとメレンゲ ‐産声

Mignardises , Café Mignardises , Café Mignardises , Café 
Café 焼菓子 ‐ ゆりかご 焼菓子 ‐ ゆりかご 焼菓子 ‐ゆりかご

珈琲豆トアルコトラジャBL ‐ 唯一無二 珈琲豆 トアルコ トラジャBL ‐ 唯一無二 珈琲豆 トアルコ トラジャBL ‐ 唯一無二 珈琲豆 トアルコ トラジャBL ‐唯一無二

コース"Entrée" に合わせたペアリングコース コース"Déjeuner" に合わせたペアリングコース コース"Le Vent" に合わせたペアリングコース コース"Le Roi" に合わせたペアリングコース

（フランスワイン3種） 追加料金 ￥2,400 （フランスワイン4種） 追加料金 ￥3,200 （フランスワイン5種） 追加料金 ￥3,800 （フランスワイン6種） 追加料金 ￥4,800

別途、消費税10%  ・サービス料 10% 頂戴致します。

¥3,800 ¥5,500 ¥9,500¥2,500

仕入れ状況により、コース内容が変更になる場合がございます。ご了承くださいませ。 

Restaurant  AUX AMIS  ( 8 , 9 , 10 F ) 
「食材名」「御皿上での表現」のみを記載したメニューです。期待と想像も持ってお楽しみ頂ければ幸いです。 


