Menu “Léger”
5,400 yen
[

Amuse bouche

]

Parmentier soup, potato chips, tea foam, caviar ossetra�
ポワロー葱とじゃがいものスープ ”パルマンティエ”
じゃがいものチップスと紅茶の泡
オシェトラキャビア

[

Entrée

]

Brussels sprouts quiche, onions and poutargue powder
グリルした芽キャベツとパンチェッタ 玉ねぎのキッシュ
からすみパウダー

[

Poisson

]

Pan-fried plaice, small calamari, long radishes,
Parisian vegetables, shallot and red wine sauce and ink sauce
寒ブリのポアレとやりいか 三浦大根

赤ワイン風味のエシャロットソースとイカスミのソース
レギューム ”パリジャン”

[

Granité

]

Granite of clementine and campari,
faisselle, honey and crumble of black pepper
みかんとカンパリのグラニテ

フェセール 蜂蜜

[

黒胡椒のクランブル

Viande

]

Blanquette of veal, mushrooms and spinach pasta, parmesan, black truffles
仔牛ホホ肉のクリーム煮 ファソン ”ブランケット”

ショートパスタとパルメザンチーズ ほうれん草 キノコのソテー
黒トリュフ
※ご希望の方は国産牛ロース肉のロティ
（Roasted beef）へご変更いただけます。
（＋2000 円）

[

Dessert

]

Crêpe suzette, vanilla ice cream
クレープシュゼット バニラアイス

※上記金額の他に、税金・サービス料 10% を頂戴しております。
※Tax and 10% service charge will be added to the total amount of your bill.

Menu d’histoire
8,400 yen

[

Prologue

]

Butterbur donut
Grilled mussels, raw ham, pickled wild onions and koshiabura
Cream of burdock soup, fried milt, hazelnut butter, sherry vinegar

蕗の薹のベニエ
平貝とへしこ生ハムの炙り 白ねぎとアンディーブ コシアブラ
新牛蒡のヴルーテと焼白子 田せり

[

Unique

柑なんばのマリネ

]

Seared foie gras, dried melon, grape juice, country bread,
caramel sauce, caramelized almonds
ひび割れ皿

[

Saison

]

Fried amadai, clams, squids,
bitter seasonal vegetables, yuzu, rapeseed and shellfish sauce
熱海産甘鯛ひもの松笠揚げ 地蛤 やりいか
初春の野菜と菜花のソース 黄柚子

[

Sukiyaki

]

Steak roll stuffed with stewed mushrooms enokitake and yuba, crispy sea urchin,
bearnaise sauce and fresh sea urchins
和牛サーロインのロースト 雲丹と汲み上げ湯葉
福井県産えのきと板うに
ベアルネーズソース

[

Image

]

Granite of clementine and beer, Hojicha, honey, wasabi, faisselle
蜜柑と地ビール ほうじ茶のグラニテ
せとか 蜂蜜 修善寺わさび フェセール

[

Couleur

]

Tamagishamo cooked with charcoal, cider sauce with cream:
-pommes boulangère, spinach and black truffles
-candied apples
-lettuce
天城軍鶏炭焼き ソース・シードル ア ラ クレーム
〜 ほうれん草・黒トリュフ 〜
〜 林檎 〜
〜 ロメインレタス 〜

[

Mer et terre

]

Barley and seaweed risotto,
salted dried herring roe, bottarga, roasted bamboo, marinated yolk with gyosho
六条大麦と玄米 青のりリゾット
数の子 からすみ 筍
魚醤とカレーオイル メープルシロップでマリネした卵黄のコンフィ

[

Avant

]

Kumquat compote, , raspberry coulis, honey and yogurt sherbet

金柑のコンポート フランボワーズのクーリ ヨーグルトとハチミツのソルベ

[

Sucre

]

Dessert au choix

デザートメニューからお好きなデザートを一品お選びください

※上記金額の他に、税金・サービス料 10% を頂戴しております。
※Tax and 10% service charge will be added to the total amount of your bill.

Plats Additionnels

デザートの前に、ワインに合わせてもう一皿いかがですか。

Possibility to enjoy more food.
[ チーズの盛り合わせ ]

Cheese

+ 1,500 yen ~
フランス、イタリア、スペインなど、季節に合わせた美味しいチーズを選び入荷しております。
お好みなどございましたら、スタッフまでお申し付け下さい。

We have seasonal delicious cheese from France, Italy, Spain.
Please feel free to ask aur staff.

〜

ご予約制コースのご案内

｜

Reservation Course

〜

Menu de légume
8,400 yen
3 日前までのご予約制にて、前菜からデザートまで、お野菜だけをお楽しみいただけるベジタブルコースです。
動物性食品を使用しないビーガンコースもご提供可能です。

Vegetarian menus are abailable.
Please make sure you will make a reservation in advance 3 days before.

Menu Carte Blanche
15,000 yen ~
３日前までのご予約制にて、旬の食材を適した調理法でお楽しみいただける、
お客様のお好みに合わせたスペシャルコースをシェフがお作りします。

Our Chef will “create” a menu according to your preference,
then you can enjoy seasonal ingredients with the best cooking style.
Please make sure you will make a reservation in advance 3 days before.
スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

Please feel free to ask our staff for more details.
※上記の金額の他に、税金・サービス料 10% を頂戴しております。
※Tax and 10% service charge will be added to the total amount of your bill.

À la carte
¥600

ポワロー葱とじゃがいものスープ ”パルマンティエ”
じゃがいものチップスと紅茶の泡

Parmentier soup, potato chips, tea foam, caviar ossetra�
¥600

蜜柑と地ビール ほうじ茶のグラニテ
せとか 蜂蜜 修善寺わさび フェセール

Granite of clementine and beer, Hojicha, honey, wasabi, faisselle
¥800

グリルした芽キャベツとパンチェッタ 玉ねぎのキッシュ
からすみパウダー

Brussels sprouts quiche, onions and poutargue powder
蕗の薹のベニエ
平貝とへしこ生ハムの炙り 白ねぎとアンディーブ コシアブラ 柑なんばのマリネ

¥1,500

新牛蒡のヴルーテと焼白子 田せり

Butterbur donut
Grilled mussels, raw ham, pickled wild onions and koshiabura
Cream of burdock soup, fried milt, hazelnut butter, sherry vinegar
ひび割れ皿

¥1,800

六条大麦と玄米 青のりリゾット

¥1,800

Seared foie gras, dried meringue, grape juice, pain de campagne,
caramel sauce, caramelized almonds
数の子 からすみ 筍
魚醤とカレーオイル メープルシロップでマリネした卵黄のコンフィ

Barley and seaweed risotto,
salted dried herring roe, bottarga, roasted bamboo,
marinated yolk with gyosho
冬野菜のカルタファタ包み焼き

¥1,800

ブール メートル ド テル

Fresh mixed seasonal veggies in “carta fata”, maître d'hôtel butter sauce
寒ブリのポアレとやりいか 三浦大根

¥2,100

赤ワイン風味のエシャロットソースとイカスミのソース
レギューム ”パリジャン”

Pan-fried plaice, small calamari, long radishes,
Parisian vegetables, shallot and red wine sauce and ink sauce
熱海産甘鯛ひもの松笠揚げ 地蛤 やりいか

¥2,400

初春の野菜と菜花のソース 黄柚子

Fried amadai, clams, squids,
bitter seasonal vegetables, yuzu, rapeseed and shellfish sauce
和牛サーロインのロースト 雲丹と汲み上げ湯葉
福井県産えのきと板うに

¥2,400

ベアルネーズソース

Steak roll stuffed with stewed mushrooms enokitake and yuba, crispy sea urchin,
bearnaise sauce and fresh sea urchins
仔牛ホホ肉のクリーム煮 ファソン ”ブランケット”

¥2,700

ショートパスタとパルメザンチーズ ほうれん草 キノコのソテー
黒トリュフ

Blanquette of veal, mushrooms and spinach pasta, parmesan, black truffles
天城軍鶏炭焼き ソース・シードル ア ラ クレーム
〜ほうれん草・黒トリュフ〜

¥3,600

〜林檎〜
〜ロメインレタス〜

Tamagishamo cooked with charcoal, cider sauce with cream:
-pommes boulangère, spinach and black truffles
-candied apples
-lettuce

※上記金額の他に、税金・サービス料 10% を頂戴しております。
※Tax and 10% service charge will be added to the total amount of your bill.

