アラカルト
前

菜

◎ コースメニューよりお好みの前菜をお選びください

￥１，８００〜

スープ
◎ 本日の季節野菜のポタージュ

小：
大：

￥
８００
￥１，４００

メイン
◎ コースメニューよりお好みのメインをお選びください ￥２，８００〜

デザート
◎ コースメニューよりお好みのデザートをお選びください￥１，２００〜

サイドメニュー
◉ 全国各地より取り寄せる旬の牡蠣
クリュ(生カキ) または グラチネ(オーブン焼き)

￥８００

◉ 北海道産 エゾシカのソーセージ (2本)

￥９００

◉ 南仏風 黒オリーブの自家製マリネ

￥６００

◉ 信州・安曇野産有機野菜のピクルス

￥６００

◉ こだわりの有機野菜サラダ

￥８００

◉ フランス産 熟成チーズ各種 (日替わり)

1カット ￥６００〜

アレルギーや苦手な食材がある方はご遠慮なくお申し付けください。

《 MENU A 》
\４,２００ (税込)

アミューズ、前菜、スープ または お魚料理、メイン料理、
デザート、 お食後のお飲み物
a. 前菜
全国から届いた１０種類の有機、減農薬野菜と旬の鮮魚のマリネ バジルの香り 黒オリーブソース
Filet de poisson frais mariné et étuvée de légumes organiques sauce tapenade
鹿児島県産 純粋黒豚と大分県産 原木椎茸のパテ 有機サラダと濃縮ブドウ果汁マスタード添え
Pâté de porc au épices , avec moutard au raisin
温かいエノキ茸とパルメザンチーズの焼きテリーヌ
有機サラダ添え ソースオロール
Terrine de champignon poele en salade sauce aurora
季節の一口オードブル ５種盛り合わせ
Assortimente de 5 hors-d’oeuvre
天使の海老と五穀米を詰めた“いわい鶏”のガランティーヌ仕立て ハーブの香るレムラードソース
Galantine de cuisse poulet, sauce remoulade
北海道産 真鱈白子のフランとムニエル 春菊風味の白ワインソース
Petit-pot de laitance a la muniere sauce creme de ‘SHUN-GIKU’’
b. 本日のスープ 又は 本日のお魚料理（＋1600円）
c. メイン料理
大分・豊後水道など全国から届く鮮魚のポワレ 甲殻類のソース・ブイヤベース
Filet de poisson poêlé, sauce boillabaisse
三元豚ロース肉のグリル 焦がしオニオン 黒コショウ風味
Côte de porc grillé au poivre noir
九州華味鶏 胸肉の燻製ローストとキノコのソテー、シェリービネガーとマデラ酒風味のフリキャッセ風
Fricassée de supreme poulet aux xérès à la champignon
鹿児島産、純粋バークシャー黒豚もも肉のカシス煮込み ディジョン風
Cuisse de porc ragout de cassis a la dijonnaise
上州、赤城牛の内もも肉のロースト ケッパーとトマト、西洋わさび風味のマデラ酒ソース
Rond de tranche grasse de boeuf roti , sauce madere au raifort
交雑牛ホホ肉の赤ワイン煮込み、オーガニック黒米のリゾットを添えて(+６００円）
Joue de bœuf braiser au vin rouge (+600yen)

アレルギーや苦手な食材がある方はご遠慮なくお申し付けください。お会計の際サービス料5％いただいております。

d. デザート
知覧産 深煎りほうじ茶のブランマンジェ ほうじ茶のアイスクリームとプラムの赤ワインコンポート添え
Blanc-manger au Hoji-cha avec compote de prune
青森産、紅玉リンゴのキャラメルロースト シナモン風味 バニラアイスクリーム添え
Pomme roti aux cannelle avec glace a la vanille

カカオ６１％オーガニックビター テリーヌ・ショコラ カシスのソルベと塩キャラメルのアイスクリーム添え
Gateau terrine au chocolat avec sorbet cassis et glace au caramel sale
柿、林檎、苺…季節のフルーツ ベルべーヌの香る白ワインゼリー寄せ、大分天然柚子のソルベ添え
Jelee de vin blanc au fruit saison avec sorbet YUZU
イチゴのクレームブリュレ 濃厚なピスタチオのアイスクリーム ヘーゼルナッツ バルサミコ風味
Crème brulèe au faise avec glace pistache en balsamique
焼きたてチョコレートスフレ お好みのアイスクリームを添えて (+300円）
Soufflé au chocolat avec a votre choix (+300yen)

≪MENU B≫
\８,５００ (税込)

シェフ・ズ・テーブル

季節の極上食材を使用したシェフのスペシャルコースです
季節の一口オードブル盛合せ
シェフのこだわりオードブル
季節の安曇野野菜のポタージュ
本日の極上鮮魚料理
お口直しのグラニテ
本日シェフのおすすめお肉料理
（数品の中からお客様がセレクト）
シェフおすすめのデザート
食後のお飲み物

≪冬の味覚を味わうコース≫
\６，９００(税込)
全国から届く旬の食材を味わえる
冬限定の季節コースです
旬の一口オードブル盛り合わせ
～安曇野産カリフラワーのムースと本ズワイ蟹のタルタル、黒豚のパテ
旬の鮮魚のマリネと安曇野野菜のピクルス、真鱈白子のフランと春菊風味の白ワインソース～

天使の海老と帆立貝、小蕪のサラダ イタリア・マルケ産 黒トリュフ添え
シェリービネガーと蜂蜜のヴィネグレット

安曇野産、冬大根のポタージュ
または

安曇野産、バターナッツ南瓜の温製ポタージュ

シストロン産、仔羊鞍下肉のロースト香草風味焼き バジルと粒マスタードのソース
または

北海道産、牛フィレ肉のグリル、トリュフ風味の赤ワインソース
または

スペイン産イベリコ豚、肩ロース肉の低温ロースト シトロンジンジャー風味
または

本日のおすすめお肉料理 （＋￥１０００～）
( 蝦夷鹿のロースト、ホロホロ鳥のロースト、ドンブ産鴨胸肉のロースト、猪のローストなど )
苺のミルフィーユ仕立て
濃厚なピスタチオクリームとバニラアイスクリーム バルサミコ風味
＊アレルギーや苦手な食材がある方はご遠慮なくお申し付けください。
お会計の際サービス料5％いただいております。

