
FOURTH SPRING

春のメニュー



B R E A D ライ麦ブレッド 1P  /  200 (220)
オリーブオイルやバターを
ご所望の際はお伝えください。
+ ¥150 でお付けいたします。

COLD APPETIZER 冷たい前菜

仏産鴨とフォアグラのリエットを詰めたグージェール
鴨とフォアグラの贅沢な旨味が詰まったリエットを、一口サイズの
小さなチーズ風味のシューの中にたっぷりと入れました。

880 (968)

Gougere stuffed with duck and foie gras rillettes

グリーンサラダ 本日のドレッシングで
その日の自家製ドレッシングを使ったシンプルなサラダ。
本日のドレッシングはスタッフまでお問合せください。

780 (858)

Green salad with today's dressing

ポーチドエッグのウフマヨ カルバドス酒浸けの海老とコンソメジュレ
半熟状のとろっとした卵とマヨネーズのシンプルな前菜「ウフマヨ」
りんごのお酒「カルバドス」に浸けた海老と一緒に。お酒のお供にぴったりです。

1180 (1298)

Poached egg Ufumayo , Calvados soaked shrimp and consomme jelly

スモークサーモンとマッシュルーム、クルミ、りんごのマリネ
サーモンを煙でじっくりと燻して水分を抜くことで生まれる濃厚な旨みと、
燻製特有のスモーキーな香りが楽しめます。

1300 (1430)

Marinated smoked salmon and mushrooms, walnuts and apples

ジャンボンブランと自家製チーズ デコポンとシャルトリューズのコンディマン
低温でじっくり作った自家製のローストハム。
薬草系リキュールのシャルトリューズとデコポンを合わせた爽やかなソースで。

1300 (1430)

Jumbon Blanc and homemade cheese , Dekopon and Chartreuse Condiman

自家製フロマージュブランのセルヴェルドカニュ
フロマージュブランはフランス語で「白いチーズ」という意味のフレッシュチーズ。
ハーブとニンニクを合わせてチーズのディップにしました。

880 (968)

Homemade fromage blanc cervelle de canut



HOT APPETIZER 温かい前菜

新牛蒡とシェーブルチーズ ラム肉のムサカ 木の芽の香り
じっくり煮込んだラム肉に、ほんのり甘みのある新ごぼうを合わせました。
キャラメルのような風味のある山羊のチーズと一緒に。

1200 (1320)

Lamb moussaka , Burdock and goat cheese

アスパラガスと生ハムのフィセルピカルド
フィセルピカルドはフランスの郷土料理のクレープグラタン。
もちっとしたクレープ生地で旬のアスパラガスと生ハムを包み焼き上げました。

1280 (1408)

Ficelle picardo of asparagus and prosciutto

NERORI のチーズスフレオムレツ ジロール茸とはまぐりのシュプリームソース
ふわふわトロトロなオムレツに香り高いきのことはまぐりを使った
濃厚なクリームソースをたっぷりとかけました。

1780 (1958)

Cheese Souffle Omelette Mushroom and Clam Supreme Sauce

季節の野菜 アンチョビとライムのアイオリソース
季節の色々な野菜を茹でたり焼いたりして盛り合わせました。
フランス風のマヨネーズに、アンチョビとライムをプラスしたディップソースで。

1280 (1408)

Seasonal vegetables , Anchovy and lime aioli

PASTA 淡路産の生パスタ

桜海老と新玉ねぎ　アーリオ・オーリオペペロンチーノ
新玉ねぎの甘みと今が旬の桜海老の風味が楽しめる、
春を感じるシンプルなオイル系パスタ。

1580 (1738)

Ario Orio Peperoncino with Sakura Shrimp and onions

雲丹でウニボナーラ　ペコリーノロマーノの香り
ウニが入ったカルボナーラで「ウニボナーラ」。イタリア産の羊チーズ
「ペコリーノロマーノ」で香り豊かに仕上げています。

1680 (1848)

Carbonara with sea urchin and pecorino romano

そら豆と筍　パンチェッタのペンネアラビアータ
塩漬けにした豚バラ肉「パンチェッタ」と旬のそら豆、タケノコを使った
アラビアータ。パスタはショートパスタのペンネでご提供しています。

1580 (1738)

Penne Arabiata with broad bean and bamboo shoot and pancetta



記載メニューは（）内が税込表記となっております。ディナーのみサービス料 5% を頂戴しております。

デザートのご注文をいただいた方に、
右記の  [ コーヒー / 紅茶 ] を
税込 220 円にてご提供しております。

D E S S E R T   S E T    +  2 0 0 コーヒー (HOT / ICE)  /  カフェラテ +150 円 (HOT / ICE)

ダージリン（HOT) / アールグレイ（HOT) 

カモミール （HOT)

MAIN DISH メインのお料理

骨付きラム肉のロースト　ニンニクとハーブ香るソースで
骨付きのラム肉を旨味を閉じ込めたまま焼き上げました。ラム肉特有の香りとマジョラム、
タイム、ローズマリー、にんにくの効いたソースを合わせてお楽しみください。

3200 (3520)

Roasted lamb with garlic and herb sauce

フランス産シャラン鴨肉のコンフィ　季節の豆のエチュベ
フランス・クートゥイ社の高級鴨肉をラードを使ってじっくり火を入れしっとりと仕上げました。
新玉ねぎの優しい甘さの煮込みと数種類の季節の豆を一緒に。

3200 (3520)

French Challans duck confit , Echube of seasonal beans

本日の和牛のステーキ　竹炭のソースグランヴヌール
その日の仕入れで部位を変更しています。赤身の強い部位をステーキに。
仔牛の肉や骨を丁寧にじっくりと煮込み、カシスのほどよい甘酸っぱさをプラスした竹炭のソースで。

3500 (3850)

Today's Wagyu beef steak , Bamboo charcoal sauce Grand Venur

DESSERT デザート

アフォガード
バニラアイスにエスプレッソをかけて食べるイタリアンドルチェ。

780 (858)

Afo guard

ヘーゼルナッツのジェラート
ヘーゼルナッツ特有の味とコクが楽しめるジェラート。

780 (858)

Hazelnut gelato

クレームダンジュ　グレープフルーツとローズマリーのスープ仕立て
フレッシュチーズで作るチーズのデザート。ローズマリーの清々しい香りを合わせました。

980 (1078)

Crémet d'Anjou , Grapefruit and rosemary soup tailoring

イチゴとチョコレートのエクレア
ココアを練り込んだシュー生地に自家製クリームを詰めたエクレア。

980 (1078)

Eclairs of strawberries and chocolate




