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】
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

※メインは魚料理にも変更できますので、スタッフにお尋ねください。（+ \400）

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】
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】

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

※メインは魚料理にも変更できますので、スタッフにお尋ねください。（+ \400）

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 and 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 and 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

Orientation crevettes
~ Marinade de crevettes à la vinaigrette Sauce cocktail et granité de laurier~
Shrimp orientation
~Shrimp marinated in lemon vinaigrette sauce Cocktail sauce and bay leaf granita~
ぼたん海老の向付
～ぼたん海老のレモンヴィネグレットマリネ カクテルソースとローリエのグラニテ～

Baguette
Baguette
バゲット

Soupe espagnole au maquereau
∼Émincer le maquereau espagnol Sergé risotto ettuiles au sésame~
Spanish mackerel soup
∼Shaving Spanish mackerel

Risotto and sesame tuiles∼

鰆の潮汁
～鰆のスープ仕立て 鰆節のコポー リゾットと胡麻のチュイルを添えて～

Filet de porc grille
~Filet de porc rôti mariné au consommé fond de veau au vin de cassia~
Grilled pork tenderloin
~Roasted pork tenderloin marinated in consommé, fond de veau sauce with cassia wine~
豚ヒレ肉の焼き物
~コンソメでマリネした豚ヒレ肉の瞬間ロースト
レデュイールした桂花陳酒を合わせたフォンドヴォー～

Douceur du chocolat blanc
~Mousse au chocolat blanc sauce phrase et coulis d'açai~
White chocolate dessert
~White chocolate mousse phrase sauce and acai coulis~
ホワイトチョコレートの甘味
～ホワイトチョコレートのムース フレーズソースとアサイーのクーリ～

Café ou Thé
Coffee or tea
コーヒーまたは紅茶

4,500

