
フリードリンク

下記お飲物をフリードリンクでご利用頂ける

追加プランもございます。

ビール

ウイスキー

ワイン

日本酒

焼酎（麦・芋）

ソフトドリンク

ノンアルコールビール

1 名様　2,000 円

税・サービス料含む。

和洋折衷料理１例

刺身盛り合わせ

前菜

揚げ物

海鮮料理

茶碗蒸し

肉料理

飯物または茶そば

デザート

コーヒーまたは紅茶

1 名様　10,200 円

税・サービス料含む。
ご希望により正賓、立食形式も承ります。

真鯛のタルタル香草風味 ガトー仕立て 
苺のドレッシング

冬玉葱の軽いスープ

ラングスティーヌのロティと帆立貝 マルセイユ風

牛フィレ肉のポワレ フォアグラ添えロッシーニ

トリュフの香りを付けたマディラ酒のソース

二種類のモンブラン プラリネアイスクリーム添え

コーヒー または 紅茶

1 名様　8,200 円

キハダ鮪のカルパッチョ風 山葵ドレッシング

南瓜の肉そぼろあんかけ

あたたかい茶碗蒸し

真鱈の西京焼き 長芋の浅漬け

牛ロース肉のロティ 粒マスタードのソース

ゆかり入り十五穀米

お吸い物

柚子と苺のムース バニラアイスクリーム添え

コーヒー または 紅茶

1 名様　7,200 円

＜ アミューズグール ＞

ブランダードとトマトのブリュスケッタ

＜ 冷製料理 ＞

海老とアスパラガスのテリーヌとシーフードマリネ

キハダ鮪のカルパッチョ 山葵風味

生ハムのフルーツ添えと
カマンベールチーズのキャラメリーゼ

子羊のロースト バルサミコソース

ミックスサンドイッチ

冷たいとろろ蕎麦

＜ 温製料理 ＞

野菜のトマト煮 ‘ ラタトゥイユ ’

甘鯛の柚子みそ焼き

魚介のマルセイユ風煮込み

鴨のロースト オレンジ風味のビガラードソース

ビーフシチュー 季節の野菜添え

豚肩ロースのロースト ポリネシア風

ミックスピザ

ショートパスタのトマトソース
サルシッチャソーセージ入り

ビーフとひよこ豆のカレーライス

＜ デザート ＞

デザート盛り合わせ

コーヒー

1 名様　6,700 円

＜ 冷製料理 ＞

チェリートマトとオリーブの入った
ブラックパスタサラダ

キヌアとアマランサスと押し麦の
ヴィネグレット ドレッシング和え

低温調理した鶏胸肉とクラゲの中華風

冷製豚しゃぶしゃぶの胡麻風味

ミックスサンドイッチ 冷たい蕎麦

＜ 温製料理 ＞

野菜のトマト煮 ‘ ラタトゥイユ ’

ドフィノ風 ジャガイモのグラタン

サーモンのちゃんちゃん焼き

白身魚のフリット きの子のクリームソース

チキンのガーリックバター醬油風味

豚肩ロースのロースト ポリネシア風

ミックスピザ ショートパスタのトマトソース
サルシッチャソーセージ入り

炊き込みご飯

＜ デザート ＞

デザート盛り合わせ

コーヒー

1 名様　5,700 円

一口オードブル（お控え室にて）
Amuse - bouche

中トロの軽い燻製のカルパッチョ
サラダ仕立て

Carpaccio de Thon légèrment fumé
en Salade

ジュンサイ入りコンソメスープ
Consommé au Cabomba

伊勢海老の香草風味 グラタン風
Langouste aux Herbes au gratin

ミントのグラニテ
Granité à la Menthe

特撰和牛ヒレステーキとフォアグラ･ソテー
　森のキノコソース

Fiilet de Bœuf japonais au Fois gras,
Sauce aux Campignons des bois

フロマージュブランとフランボワーズムース
モザイク仕立て､プティシュー添え

Mousse de Framboise et Fromage blanc
en Mosaique, petit Chou à la Créme

新鮮なメロン
Melon frais

コーヒー
Café

1 名様　18,000 円

サーモンマリネ オマール海老と帆立貝包み

アボガドとトマトのソース

Saumon mariné aux Fruits de mer,

Sauce à la Tomate et Avocat

コンソメスープ ロワイヤル風

Consommé Royal

真鯛の蒸し焼き､オレンジ風味

Filet de Daurade à l’Orange

牛ロース肉のローストとポテトグラタン

レフォールソース

Faux filet rôti aux pommes

de terre Dauphinoise, Sauce au Raifort

季節の野菜サラダ

Salade de Saison

バニラアイスクリームチョコレート飾りと

フレッシュフルーツのタンバル盛り

Glace Vanille aux fruits frais en Timbale

コーヒー

Café

1 名様　15,000 円

FOOD
フード

上記メニューは 17:00 ～ L.O.21:30 にてご利用頂けます。 メニュー料金に別途消費税を申し受けます。

干しあんず　Dried apricot                                                       \600 

大粒白いちじく　Large-grained white dried figs                       \600

グリーンサラダ　Green salad                                                   \620

ミックスナッツ　Mixed nuts                                                    \620

柿の種　Peanuts and rice crackers                                          \620

枝付き干し葡萄　Raisin with branches                                     \800

ソーセージ 5 種盛り合わせ　Assorted 5 types of sausages          \900

ガーリックトースト　Garlic toast                                           \1,000

たこのマリネ　Marinated octopus                                          \1,000

カプレーゼ　Caprese                                                             \1,000

オリーブ　Olives                                                                  \1,020

スナック盛合せ（4 種類）　Assorted 4 snacks                          \1,130

（ナッツ・柿の種・チョコレート・ポテトチップ）

ドライフルーツ盛合せ　Assorted dried fruits                          \1,200

生ハムとサラミの盛合せ　Prosciutto and sarami                     \1,200

クラシックスモークサーモン　Classic smoked salmon              \1,200

ミックスピザ　Mix pizza                                                       \1,300

高級チーズ盛り合わせ　Assorted cheese                                 \2,050


