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伺いください。

1 person / 4500

(4 9 5 0) 〜

1 group only

Amuse
自家製チーズ シラスの塩漬けのカナッペ

Entrée 1
トラウトサーモンとクレープボナシエンヌ

Entrée 2

自家製クリームチーズとキャビア

前菜 2 は下記よりお選びください。

イチジクと生ハム マロンデュクセルのフィセルピカルド モルネーソース
帆立と海老 茸のフィルム蒸し焼き ビスクソース

Plat

+ 300

メインは下記よりお選びください。

鮮魚の炭火焼き 自家製フレンチポン酢に漬けて 山椒のアクセント
秋鹿の炭火焼き カボスと陳皮のソース NERORI
和牛の炭火焼き 竹炭とカシスのグランヴヌールソース
※ お魚・お肉料理とフルコースの際は +

〆

本日のお出汁と麺

Dessert

+ 500

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。

+ 300

デザートは下記よりお選びください。

ダッコワーズと柑橘ソース

チョコレートのムースでオペラ仕立て

洋 梨 の コンポート 紅茶とマスカルポーネクリーム

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。

Entrée 1

前菜１

Fresh herbs and green salad

フレッシュハーブとグリーンサラダ

880

(96 8)

1580

(17 38)

1680

(1 848)

1680

(1 848)

17 80

(1 958)

17 80

(1 958)

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い合わせください。

Oyster conﬁt homemade oyster sauce cauliﬂower brute

牡蛎のコンフィ 自家製のオイスターソース カリフラワーのブルーテ

国産の牡蛎をゆっくりと火入れし、濃厚な自家製オイスターソースと
カリフラワーを使った滑らかな白いソースと合わせました。

Duck Ham Showﬂoor Served with Charcoal-grilled Green Onions

鴨ハムのショーフロア

炭火焼きのネギを添えて

しっとり仕上げた鴨ハムに黒胡椒のソースをまとわせました。
炭火で香り付けしたネギとともに。

Trout salmon and crepe bonaciennes homemade cream cheese and caviar

トラウトサーモンとクレープボナシエンヌ

自家製クリームチーズとキャビア

トラウトサーモンをマリネにし、ジャガイモとチーズのパンケーキと合わせました。
自家製で発酵させたクリームチーズを添えて。

French foie gram mousse , Montblanc style

仏産フォアグラムース

モンブラン仕立て

フレンチトーストの上に濃厚なフォアグラムースと
栗のクリームでモンブラン仕立てに。

Horsemeat and mushroom tartare , ufmoulet

馬肉と茸のタルタル ウフムーレット

赤身の馬肉と旬の茸をタルタル仕立てに。
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。

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

Iberian pig terrine wrapped in pate brick , Gribiche sauce with soft-boiled egg

パートブリックで包んだイベリコ豚テリーヌ

半熟卵を添えたグリビッシュソース

1680

(1848)

1680

(1848)

17 80

(19 58)

17 80

(19 58)

1880

(206 8)

1880

(206 8)

少しとろける位に温めたテリーヌをパリパリの生地で包み込みました。
ハーブ香る少し酸味の効いたソースと半熟卵と一緒に。

Figs and prosciutto, Maron Duxelle's ﬁcelle picardo , mornay sauce

イチジクと生ハム マロンデュクセルのフィセルピカルド

モルネーソース

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。クレープに旬のいちじくと
生ハム、栗のソースを包んで焼きました。チーズソースと一緒に。

Ezo venison and mushroom cayette with aligot

蝦夷鹿とマッシュルームのカイエット アリゴ添え

蝦夷鹿とマッシュルームのハンバーグをクレピーヌ ( 網脂 ) で巻いて焼き上げました。
じゃがいもにチーズを加えて作る濃厚なマッシュポテトとともに。

Steamed scallop, shrimp and mushroom , bisque sauce

帆立と海老 茸のフィルム蒸し焼き ビスクソース

北海道産の帆立と海老を使用し、季節の茸とともにを耐熱フィルムで包み
しっとり蒸し焼きにしました。渡り蟹のソースで。

Charcoal-grilled vegetables , With seasonal citrus oil

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。

NERORI cheese souﬄe omelet , Prosciutto and cider cream sauce

NERORI のチーズスフレオムレツ

生ハムとシードルクリームソース

生ハムとチーズの入ったフワとろのオムレツに、
林檎酒を加えた爽やかなクリームソースをかけました。

Plat

メイン

Charcoal-grilled seafood , Marinated in homemade French ponzu sauce , Japanese pepper accent

魚介炭火焼き 自家製フレンチポン酢に漬けて 山椒のアクセント

3280

(3 6 08)

3680

(4048)

3680

(4048)

3880

(42 6 8)

本日のお魚を自家製のフレンチ出汁ベースのポン酢に漬けて炭火焼きに。
山椒のアクセントで。本日のお魚はスタッフまで。

Stewed beef cheek , Soy sauce koji , Espanol

牛ほほ肉の軽い煮込み 醬油麴とエスパニョール
国産の牛頬肉を 6 時間かけて柔らかく煮ました。
牛ベースの出汁にどんこ椎茸と自家製の醤油麹でアクセントを加えて。

Charcoal-grilled autumn deer, Kabosu and Chenpi sauce nerori

秋鹿の炭火焼き カボスと陳皮のソース NERORI
北海道産蝦夷鹿肉を炭火焼きに。
柑橘をほろ苦いソースに仕上げ NERORI をイメージしたソースにしました。

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

〆

Today's noodles

本日のお出汁と麺

680

すだちの香り

(7 48)

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。

Pain

お代わりパン

1 P / 20 0 (220 )

記 載 メニューは（）内が税込表記となっております。

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。

