Marché A
マルシェ
Cornichons aux lègumes
Vegetables Pickles
野菜ピクルス
Salade de carottes râpées

Carrot rapee
キャロットラペ
Plat Principal
【plat de viande / salade verte / au beurre / Potage de Jour】
+400 Yen pour changer le plat principal en poisson
Main Dish
【Today’s Meat dish / green salad / butter rice / Today’s Soup】
+400 Yen to change main dish as a Fish
メインプレート
【本日のお肉料理 /本日のスープ / グリーンサラダ / バターライス or バゲット】
（+￥400(込み)でメインは魚料理にも変更できます）
Plat Principal
【plat de viande / salade verte / au beurre / Potage de Jour】
Main Dish
【Today’s Meat dish / green salad / butter rice / Today’s Soup】
メインプレート
【本日のお肉料理 /本日のスープ / グリーンサラダ / バターライス or バゲット】

Café Ou Thé
Coffee or Tea
コーヒー または 紅茶

1,600

Marché B

マルシェ
Cornichons aux lègumes
Vegetables Pickles
野菜ピクルス
Salade de carottes râpées

Carrot rapee
キャロットラペ
Plat Principal
【plat de viande / salade verte / au beurre / Potage de Jour】
+400 Yen pour changer le plat principal en poisson
Main Dish
【Today’s Meat dish / green salad / butter rice / Today’s Soup】
+400 Yen to change main dish as a Fish
メインプレート
【本日のお肉料理 /本日のスープ / グリーンサラダ / バターライス or バゲット】
（+￥400(込み)でメインは魚料理にも変更できます）

Cuit de Vhiffon cake
Sucre d èrable Pomme Caramèliser
Harmonie de Crème pàtissière avec Glace la vanille
Lightly lit Chiffon cake
Apple caramelize wear maple sugar
Harmony of like flow custard cream with vanilla ice cream
軽くキュイしたシフォンケーキ
キャラメリゼしたリンゴとカスタードクリーム
バニラのグラスを添えて
Café Ou Thé
Coffee or Tea
コーヒー または 紅茶

2,100

Lumière
ルミエール

Bouillabaisse Froid
Cold Bouillabaisse
冷製ブイヤベース
～

カサゴのポシェと小ヤリイカのコンフィ～

Baguette
Baguette
バゲット

Tian d'agneau et de legumes
Sauce antiboise
Layered grilled Lamb & Vegetables
Antiboise sauce
野菜のティアンとラム肉のパテ アンティボワーズソース

Tarte mousse au citron
~Glace au citron et sauce au chocolat blanc~
Lemon Mousse tart
Lemon ice-cream & White Chocolate sauce
レモンムースのタルト
～レモンアイスとゼリー ホワイトチョコレートのソース～

Café ou Thé
Coffee or tea
コーヒーまたは紅茶

3,500

Charmant
シャルマン

Amuse
アミューズ

Confit de sardines, croquettes de Moules et sauce salade verte
Confit of Sardine, Mussel croquettes & Green salad sauce
鰯のコンフィ ムール貝のクロケットとサラダ菜のソース

Baguette
Baguette
バゲット

Compose de Beurre d'Algues & Poisson de Raie Sauce Choron
Seaweed beurre compose & Stingray Fish with Choron Sauce
若布のブールコンポーゼを乗せたカスベ ショロンソース

Jarret de veau et ris de veau farcis au chou & fricassée de pétales de champignons
Veal shank and Calf sweetbread stuffed with cabbage & Petal mushroom fricassee
仔牛スネ肉とリドヴォーのキャベツ包み 花びら茸のフリカッセ

Cheesecake, Glace au thé, Rhubarbe
~ Imaginer une pause thé en Bretagne~
Cheesecake, Tea ice-cream, Rhubarb
~ Imagining a tea break in Bretagne~
チーズケーキ 紅茶のアイスクリーム
～ブルターニュ地方のティーブレイクをイメージして～

Café ou Thé
Coffee or tea
コーヒーまたは紅茶

4,500

