
¥1,900Carpaccio d'espadon, avec asperge vert
マカジキのカルパッチョ　大島農園のグリーンアスパラガス添え 

¥1,550Salade Bio de saison, façon un coup
アンクゥー風 有機季節野菜のサラダ

¥2,100Confit de foie gras aux armagnac
フォアグラのコンフィ ア・ラ　アルマニャック   

¥1,600Jambon persillé de Beaujolais
コラーゲンたっぷりのハムのゼリーよせ

前菜料理Entrées

Terrine du jour
本日のテリーヌ

¥1,200

Entrée du jour
本日の前菜

¥1,550~

ちょっと一口前菜Apéros  

¥700~Assiette  de fromage
チーズの盛り合わせ

¥1,050Saucisson  Milanais
ミラノ産サラミ

¥650Ril lette  de porc
イモ豚のリエット

Cocotte  du jour
本日のココット

¥600~

Assiette  de végital ian
ベジタリアンの一皿

S / ¥850
L / ¥1,550

Assiette  de charcutrie
シャルキュトリの盛り合わせ

¥1,550

Soupe du jour
本日のスープ

¥800

Dégustations de vins  et
cuisine
ワインコース
¥9,450 ~
シャンパーニュ、白、赤、デザートワイン
計5種類とお料理4品のマリアージュを
お楽しみ頂けるコースです。

Menu à prix fixe 
ディナーコースメニュー
¥4,500
ア･ラ･カルトからお好きなお料理をお選びください。

A. 前菜、お魚、お肉、デザート、コーヒー
B. 前菜2種、お魚又はお肉、デザート、コーヒー

 (デザートはチーズの盛り合わせにご変更出来ます。)

Menu Mademoiselle　
マドモワゼルコース
¥3,300
月・火曜日限定  女性のためのライトコースです。
ア･ラ･カルトメニューよりお好きなお料理2種類と
グラスワイン1杯付です。

Menu dégustation 
シェフおまかせメニュー
¥6,000 ~
シェフが厳選食材で、おまかせメニューを
承っています。お好みやご予算をスタッフまで
お聞かせください 。

コースÀ prix fixe

- un -

Menu de la nuits ディナーメニュー
<18:00 -22:00 >



Gâteau aux mangue et fromage, sorbet mangue et franboise 
マンゴーのレアチーズケーキ マンゴーと木苺のソルベ添え

Mousse au rhubarbe et granité de vin blanc, galace meringue 
ルバーブのムースと白ワインのグラニテ  メレンゲのアイス

¥650

¥650

Blanc-manger aux pamplemousse, sorbet au lait
グレープフルーツのブランマンジェ、牛乳シャーベット

¥600

Parfait aux banane
バナナのパルフェ

¥700(+¥50)

Glace et sorbet
アイスクリーム＆シャーベット

¥300/d

　　 　　

Poisson du jour
本日の魚料理

¥2,100~

Langoustine et asperge Blanche poêlée, jus e christacé
ラングスティーヌ、ホワイトアスパラのポワレ　シンプルなジュで

¥4,500

Demi-sel d'échine de porc grillée
いも豚肩ロースの塩グリエ

¥2,000

Ris de veau poêlé aux gnocchis, sauce madera
リ・ド・ヴォーのポワレ  マデラソース  ポテトのニョッキ添え

Viande du jour
本日のお肉料理

Canett rôtie au confit d’endive, sauce citron vert 
青森産仔鴨のロースト  アンディーヴのコンフィ  ライムソース

Pavé de bœuf poêlé
熊本赤牛 もも肉のポワレ

¥2,600

¥     - -

* Dîner service tax 8%

¥2,600

¥3,400(+¥500)

自家製デザート

お肉料理

お魚料理

Viandes

Poissons Desserts du maison

- deux -

DéjeunerDéjeuner ランチメニュー
<11:30 -14:00 >

Menu sympa <Entrée +Plats+café>
ムニュー サンパ（前菜、メイン、コーヒー）

※ランチにはすべて自家製天然酵母パンがつきます!

¥2,350

Menu spécial  < Entrée + soupe + Plats + Desserts + café >
ムニュー スペシャル（前菜、スープ、メイン、デザート、コーヒー）

¥3,100

Menu plasir  < Salade ou soupe + plats + Café >
ムニュー プレジール（サラダ又はスープ、メイン、コーヒー）

¥1,650

Menu légumes  < Salade + Plats de legume + Smoothie >
ベジタリアンメニュー（サラダ、野菜メイン、スムージー）

¥1,650


