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春を待ち焦がれて
En attendant le printemps
- Déjeuner A 始まりのお愉しみ

Ouverture
林檎のピクルスで巻いた石川県産ガスエビのマリネ
ハイビスカスとジンジャーフレーバーウォーターのジュレにピスタチオオイルのアクセント

Crevettes marinées “Gasu-ebi” enroulées de fines tranches de pommes elles-mêmes marinées au vinaigre,
le tout accompagné d’une gelée d’eau parfumée à l’hibiscus et gingembre rythmé d’huile de pistache
ホワイトアスパラガスのポシェに燻香を纏ったうずらのポーチドエッグ
マイアーレ・ネロ・パルマの生ハムを添えて

Asperges blanches pochées et oeufs de cailles pochés et fumés
assortis de jambon de Parme “Miale Nero Parma”
天然平目のポワレにフヌイユとオニオンヌーヴォーのムース
春の貝の旨味あるジュに柑橘と山椒の香り

Turbot sauvage poêlé à la mousse de fenouil et oignons nouveaux,
l’ensemble assaisonné d’un jus de coquillages printaniers délicatement citronné aux agrumes et “Sansho”
特選神戸牛もも肉のロティ モリーユ茸の香る芳醇なソースとともに

Cuisse de bœuf de Kobe rôtie, tonifiée à la sauce de morilles
チーズワゴンよりお好きなチーズをお選びください

Ronde des fromages
金柑のコンポート

Compote de “Kumquat”
奈良県産 古都華 苺と赤い果実のフルーツ シャンパーニュのジュレとともに

Fraises “Kotoka” de Nara et fruits rouges harmonisés par de la gelée au champagne
食後の小菓子

Petits fours
コーヒー または 紅茶

Café ou Thé
¥ 16,000

食材によるアレルギーのあるお客様はあらかじめスタッフにお申し付けください。

Should you have any food allergies or special dietary restrictions, please notify us beforehand.

- Déjeuner B 始まりのお愉しみ

Ouverture
林檎のピクルスで巻いた石川県産ガスエビのマリネ
ハイビスカスとジンジャーフレーバーウォーターのジュレにピスタチオオイルのアクセント

Crevettes marinées “Gasu-ebi” enroulées de fines tranches de pommes elles-mêmes marinées au vinaigre,
le tout accompagné d’une gelée d’eau parfumée à l’hibiscus et gingembre rythmé d’huile de pistache
ホワイトアスパラガスのポシェに燻香を纏ったうずらのポーチドエッグ
マイアーレ・ネロ・パルマの生ハムを添えて

Asperges blanches pochées et oeufs de cailles pochés et fumés
assortis de jambon de Parme “Miale Nero Parma”
天然平目のポワレにフヌイユとオニオンヌーヴォーのムース
春の貝の旨味あるジュに柑橘と山椒の香り

Turbot sauvage poêlé à la mousse de fenouil et oignons nouveaux,
l’ensemble assaisonné d’un jus de coquillages printaniers délicatement citronné aux agrumes et “Sansho”
青森シャモロック 特別肥育 芳醇な赤ワイン煮込み 春を感じる野菜とともに

Coq “Aomori Shamo rock” d’élevage d’exception mijoté au vin rouge
particulièrement parfumé et son assiette de légumes de printemps
金柑のコンポート

Compote de “Kumquat”
奈良県産 古都華 苺と赤い果実のフルーツ シャンパーニュのジュレとともに

Fraises “Kotoka” de Nara et fruits rouges harmonisés par de la gelée au champagne
食後の小菓子

Petits fours
コーヒー または 紅茶

Café ou Thé
¥ 12,000

表示料金に、
消費税・サービス料10％を加算させていただきます。

A 10% service charge and tax will be added to the prices on the menu.

- Déjeuner C 始まりのお愉しみ

Ouverture
林檎のピクルスで巻いた石川県産ガスエビのマリネ
ハイビスカスとジンジャーフレーバーウォーターのジュレにピスタチオオイルのアクセント

Crevettes marinées “Gasu-ebi” enroulées de fines tranches de pommes elles-mêmes marinées au vinaigre,
le tout accompagné d’une gelée d’eau parfumée à l’hibiscus et gingembre rythmé d’huile de pistache

天然平目のポワレにフヌイユとオニオンヌーヴォーのムース
春の貝の旨味あるジュに柑橘と山椒の香り

Turbot sauvage poêlé à la mousse de fenouil et oignons nouveaux,
l’ensemble assaisonné d’un jus de coquillages printaniers délicatement citronné aux agrumes et “Sansho”
または ou
青森シャモロック 特別肥育 芳醇な赤ワイン煮込み 春を感じる野菜とともに

Coq “Aomori Shamo rock” d’élevage d’exception mijoté au vin rouge
particulièrement parfumé et son assiette de légumes de printemps

奈良県産 古都華 苺と赤い果実のフルーツ シャンパーニュのジュレとともに

Fraises “Kotoka” de Nara et fruits rouges harmonisés par de la gelée au champagne

食後の小菓子

Petits fours

コーヒー または 紅茶

Café ou Thé
¥ 10,000
追加料金にて下記のお料理にご変更いただけます。

You may replace one of your dishes with the below for an additional charge.
伝統のクレープシュゼット (2名様より) + ¥ 2,000 (1名様)

Crêpe Suzette (pour 2 personnes)

メニューは変更になる場合がございます。

Menus are subject to change.
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雪融け そして春の芽吹き
Entre la fonte des neiges et les premiers bourgeonnements
- Dîner A 始まりのお愉しみ

Ouverture
爽やかな柑橘の香る桜鱒のマリネ ベルヴュ風
オシェトラキャビアのクレームとともに

Truite cerise “Sakura Masu” façon Bellevue parfumée aux agrumes et
à la crème de caviar Osciètre
真っ白なホワイトアスパラガスに纏わせたモリーユ茸のフォンダン
マイアーレ・ネロ・パルマの生ハムを添えて

Fondant d’asperges blanches aux morilles
accompagnées de jambon de Parme “Miale Nero Parma”
フォワグラのローズ仕立て ピエール・ドゥ・ロンサール
魅惑な香り漂う蝶々のクルスティアン

Foie gras en pétale de rose, (Hommage à Pierre de Ronsard)
assorti d’un croustillant “papillon” au délicat parfum
蝦夷鮑のココット蒸し焼き 海藻と日本酒の芳醇な薫り

Ormeau “Ezo-awabi”cuit à la cocotte, relevé d’algues et de saké
くまもとあか牛フィレ肉のポワレ カシスの酸味をほのかに感じるソースとともに

Filet de bœuf poêlé de “Kumamoto Akaushi” à la sauce de cassis et sa subtile pointe d’acidité
チーズワゴンよりお好きなチーズをお選びください

Ronde des fromages
奈良県産 古都華 苺のタルトレット

Tartelette aux fraises “Kotoka”
カカオを使ったサバランをショコラとプラリネのふたつの味わいで

Savarin au cacao délicatement praliné et chocolaté
食後の小菓子

Petits fours
コーヒー または 紅茶

Café ou Thé
¥ 38,000
食材によるアレルギーのあるお客様はあらかじめスタッフにお申し付けください。

Should you have any food allergies or special dietary restrictions, please notify us beforehand.

- Dîner B 始まりのお愉しみ

Ouverture
爽やかな柑橘の香る桜鱒のマリネ ベルヴュ風
オシェトラキャビアのクレームとともに

Truite cerise “Sakura Masu” façon Bellevue parfumée aux agrumes et
à la crème de caviar Osciètre
真っ白なホワイトアスパラガスに纏わせたモリーユ茸のフォンダン
マイアーレ・ネロ・パルマの生ハムを添えて

Fondant d’asperges blanches aux morilles
accompagnées de jambon de Parme “Miale Nero Parma”
フランス ランド産 キャスタン1925 フォワグラコンフィ
ポールジローの古木葡萄から作られたジュースのジュレとともに

Confit de foie gras des Landes (Castaing 1925) assaisonné d’une gelée de jus
de raisin en provenance de la vieille vigne de Paul Giraud (Cognac)
蝦夷鮑のココット蒸し焼き 海藻と日本酒の芳醇な薫り

Ormeau “Ezo-awabi”cuit à la cocotte, relevé d’algues et de saké
くまもとあか牛サーロインの軽いグリエ エシャロットとアンチョビが香るジュ･ド･ヴォー

Aloyau de “Kumamoto Akaushi” légèrement grillé au jus de veau parfumé aux échalotes et anchois
奈良県産 古都華 苺のタルトレット

Tartelette aux fraises “Kotoka”
カカオを使ったサバランをショコラとプラリネのふたつの味わいで

Savarin au cacao délicatement praliné et chocolaté
食後の小菓子

Petits fours
コーヒー または 紅茶

Café ou Thé
¥ 32,000

追加料金にて下記のお料理にご変更いただけます。

You may replace one of your dishes with the below for an additional charge.
伝統のクレープシュゼット (2名様より) + ¥ 2,000 (1名様)

Crêpe Suzette (pour 2 personnes)

- Dîner C 始まりのお愉しみ

Ouverture
爽やかな柑橘の香る桜鱒のマリネ ベルヴュ風
オシェトラキャビアのクレームとともに

Truite cerise “Sakura Masu” façon Bellevue parfumée aux agrumes et
à la crème de caviar Osciètre
真っ白なホワイトアスパラガスに纏わせたモリーユ茸のフォンダン
マイアーレ・ネロ・パルマの生ハムを添えて

Fondant d’asperges blanches aux morilles
accompagnées de jambon de Parme “Miale Nero Parma”
フランス ランド産 キャスタン1925 フォワグラコンフィ
ポールジローの古木葡萄から作られたジュースのジュレとともに

Confit de foie gras des Landes (Castaing 1925) assaisonné d’une gelée de jus
de raisin en provenance de la vieille vigne de Paul Giraud (Cognac)
天然真鯛のエトゥフェ 春豆とクレソン 貝と野菜の旨味を感じるジュとともに

Dorade rouge sauvage cuit à l’étouffé garnie de pois et de cresson printaniers,
l’ensemble servi avec de la sauce aux coquillages et légumes
青森シャモロック 特別肥育のミジョテ ヴァンジョーヌの芳醇な香りにつつまれて

Coq “Aomori Shamo rock” d’élevage d’exception mijoté au vin jaune
カカオを使ったサバランをショコラとプラリネのふたつの味わいで

Savarin au cacao délicatement praliné et chocolaté
食後の小菓子

Petits fours
コーヒー または 紅茶

Café ou Thé
¥ 25,000

表示料金に、
消費税・サービス料10％を加算させていただきます。

A 10% service charge and tax will be added to the prices on the menu.
メニューは変更になる場合がございます。

Menu are subject to change.

