




Cafe は食後にお伺い致します。お席代（パン代）としてお一人様 500 円頂戴しております。予めご了承くださいませ。

Cours du dîner 本日のディナーコース

当店を初めてご利用の方にお勧めさせて頂いている日替わりコース。
アミューズ、前菜２種、メイン、デザート、カフェのついたコースです。
プラス料金でメイン２種（魚・肉）、〆のお料理としたフルコースにも可能です。
詳細はスタッフまでお尋ねください。

1 person / 4500 (4950)  ～

1 group only

〆 　本日のお出汁と麺　   + 300

Amuse

本日のアミューズ

Entrée 1

鯛とキャロットラペ オレンジ風味のマヨネーズソース

Entrée 2

生ハムとグリーンアスパラガスのフィセルピカルド　モルネソース

Plat　  メインは下記よりお選びください。

本日の鮮魚のポワレ 濃縮したスープドポワソン 海藻と貝のデュクセル

本州鹿の炭火焼き 瀬戸田檸檬とグリーンペッパーのソース                 + 300

和牛の炭火焼き  竹炭とカシスのグランヴヌールソース                        + 500

※ お魚・お肉料理とフルコースの際は  + 1500 となります。お肉料理はどちらも同額でお選びいただけます。

Dessert　  デザートは下記よりお選びください。

イチゴのパルフェ

季節の柑橘のクレープシュゼット　チョコレートのクネル



Entrée 1 前菜１

季節の柑橘とハーブサラダ
その日仕入れた柑橘とハーブを自家製ドレッシングで和えたサラダ。
本日のドレッシングはスタッフまでお問い合わせください。

880 (968)

Seasonal citrus and herbs salad 

新玉ねぎのごま豆腐  甘海老のコンソメジュレ  帆立と天使の海老を添えて 
旬の新玉ねぎと白ごまを合わせ吉野葛で仕立てあげました。
香り高い甘海老のコンソメジュレとともに。

1680 (1848)

Sesame tofu , seasonal onion , sweet shrimp jelly and scallop

鯛とキャロットラペ オレンジ風味のマヨネーズソース
マリネした鯛とキャロットラペに生ハムをアクセントに加えました。
オレンジ果汁の入ったマヨネーズソースを合わせて。

1380 (1518)

Sea   breamand and carottes râpées , with orange mayonnaise

軽く炭火で炙った牛タンと筍  信州味噌のデミグラスソース
低温調理した牛タンと筍を炭火で炙りました。
旬の行者にんにくと信州味噌を合わせてデミグラスソースに仕立てました。

1680 (1848)

Charcoal-grilled beef tongue and bambooshoot , Shinshu miso demi-glace sauce

馬肉と新玉ねぎと独活のタルタル  ウフムーレット  煮切り醤油の香り
赤身の馬肉に新玉ねぎと独活を合わせてタルタル仕立てに。
ポーチドエッグと赤ワインソースを合わせてウフムーレットに。

1780 (1958)

Horsemeat tartare , seasonal onion, udo,ufmoulet

当店では、お席代（パン代 / お一人様 2 種類）としてお一人様 500 円頂戴しております。予めご了承くださいませ。



Entrée 2 前菜 2

生ハムとグリーンアスパラガスのフィセルピカルド モルネソース
旬のグリーンアスパラガスとクリームチーズ、茸のデュクセル、
生ハムをクレープ生地で巻きました。濃厚なチーズと卵黄のソースをかけて。

1380 (1518)

Asparagus and prosciutto , mushroom ficelle picardo , mornay sauce

ホワイトアスパラガスと白魚  瀬戸田レモン味噌のオーブン焼き
香り高い瀬戸内産のレモンと白味噌を合わせたソースをかけてオーブン焼きに。
旬を迎えるアスパラガスの心地よい甘みが引き立つ一品です。

1680 (1848)

Oven-baked white asparagus and glassfish with setoda lemon miso

炭火焼き山菜とホタルイカ　イカ墨ソース
季節の山菜を炭火焼きにしてホタルイカとあわせました。
コクのあるイカ墨ソースにカカオの香りを。

1680 (1848)

Charcoal-grilled Sansai and firefly squid with squid ink sauce

炭火焼き野菜  季節の柑橘オイルと共に
季節の野菜を炭火で香ばしく焼きました。
シンプルに旬の柑橘オイルと岩塩で。

1380 (1518)

Charcoal-grilled vegetables , With seasonal citrus oil

P a i n お代わりパン 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。

NERORI のチーズスフレオムレツ  アグリュームソース
フワフワに焼き上げたスフレ状のチーズ入りのオムレツ。
ハーブと柑橘類の香るクリームソースをかけて。

1880 (2068)

NERORI cheese souffle omelet , sauce agrumes



本日の鮮魚のポワレ 濃縮したスープドポワソン 海藻と貝のデュクセル
その日仕入れた鮮魚を焼き上げ、濃縮した魚介のスープをソースにしました。
季節の貝と海藻のペーストをアクセントに。

3680 (4048)

Poiret of today's fish Soup de poisson with duxelles of shellfish and seaweed

信州黄金軍鶏のヴィエノワーズ  新ごぼうと醤油麹のソース
旨味の濃い長野の軍鶏にグリュイエールチーズとパン粉の生地をのせてローストしました。
新ごぼうのデュクセルと自家製醤油麹のソースと。

3 780 (4 1 58)

Shinshu shamo viennoise, burdock ,soy sauce koji sauce

本州鹿の炭火焼き 瀬戸田檸檬とグリーンペッパーのソース
しっとりとした身質の長野の鹿肉を炭火で焼き上げました。
グリーンペッパーと鹿のブイヨンのソースにアクセントで瀬戸田檸檬の風味をプラス。

3 780 (4 1 58)

Charcoal-grilled venison with Setoda lemon and green pepper sauce

和牛の炭火焼き  竹炭とカシスのグランヴヌールソース
本日の和牛を炭火焼きに。その日の仕入れによって部位を変更しています。
フォンドヴォーをベースにしたソースにカシスと竹炭を合わせました。

3 880 (4268)

Charcoal-grilled Wagyu beef with bamboo charcoal and cassis grandvenur sauce

Plat メイン

〆 本日のお出汁と麺  すだちの香り
フレンチの出汁をスープにした NERORI オリジナルヌードル。
〆の一皿としてお召し上がりください。

680 (748)

Today's noodles

記載メニューは（）内が税込表記となっております。

デザートメニューは別紙にてご案内しております。ご所望の際はスタッフにお声かけください。



本日のジェラート
季節によって変動しますので、詳細はスタッフまでお伺いください。

550 (605)

Today's gelato

季節の柑橘のクレープシュゼット チョコレートのクネル
もちもち生地の温かいクレープに季節の柑橘と
チョコレートのムースを添えて。

780 (858)

Seasonal citrus crepe suzette chocolate quenelles

苺のパルフェ
フレッシュのイチゴとストロベリーアイスに紅茶クリームと
ヨーグルトの入ったパンナコッタを一緒に仕立てました。

780 (858)

Strawberry parfait

デザートのご注文をいただいた方に、

下記の  [ コーヒー / 紅茶 ] を 220 円（税込）にてご提供しております。

Dessert  set       +  200 (220)

コーヒー (HOT / ICE)  /  カフェラテ +165 円 (HOT / ICE)

ダージリン（HOT) / アールグレイ（HOT) 

カモミール （HOT)

Dessert   　/  　デザート


