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

( 968)

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。

Foie gras mousse pom duces sauce perigueux

フォアグラと鴨のムースのポムデュセス ソースペリグー

1480

( 1628)

1580

( 173 8)

1 68 0

( 1848)

1 78 0

( 195 8)

1 78 0

( 195 8)

ジャガイモを練りこんだシュー生地に濃厚な鴨のムースを挟んだ一品。
刻んだトリュフとマデラ酒のソースで。

Marinated bonito , smorrebrod style of red wine vinegar rice , ginger and beetroot

戻りガツオのマリネ 赤ワイン酢飯のスモーブロースタイルで

生姜とビーツ

旬の鰹のたたきを赤ワインで炊いた酢飯に合わせてオープンサンドスタイルに。
アクセントに生姜とビーツのピクルスを。

Shinshu salmon tied of white wine and citrus pickled in sake lees , hollandaise sauce with Kabosu

白ワインと柑橘酒粕漬け信州サーモンのティエド

カボスのオランデーズソース

ティエドは「なま温かい」という意味。白ワインと季節の柑橘類で作った自家製の
酒粕に漬け込んだサーモンを炭火で軽く炙りました。カボスと卵黄のソースで。

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。

Wagyu beef tataki and porcini tartare , ufmoulet

和牛のタタキとポルチーニのタルタル ウフムーレット

和牛を軽く炙りポルチーニ茸とタルタルにしました。
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

Charcoal-grilled conger and autumn eggplant , Sakura shrimp and matoloto sauce

炭火焼き鱧と秋茄子 桜海老とマトロートソース
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1 68 0

( 1848)

1 68 0

( 1848)

1 68 0

( 1848)

1880

( 2068)

1880

( 2068)

鱧と旬の秋茄子を炭火焼きに。
桜海老風味の赤ワインソースと一緒に。

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

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。

Lyon-style sausage , Piedmontese with pistachio miso

リヨン風ソーセージと発酵ピスタチオ味噌のピエモンテーズ

自家製のリヨン風ソーセージとフレンチスタイルのポテトサラダ
をピスタチオ味噌のマヨネーズで。

Figs and prosciutto, Maron Duxelle's ﬁcelle picardo , Cassis-ﬂavored 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

カシスのモルネソース

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。カシスを合わせたチーズソースと一緒に。

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

32 8 0

( 3 608)
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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。

Charcoal grilled Tsugaru duck , Duxelles with Shiitake mushroom and soy koji sauce , Apicius style

津軽鴨胸肉の炭火焼き 醤油麹と冬菇椎茸のデュクセル アピシウス風
しっとり火入れした青森県産津軽鴨の皮目をカラメリゼし、様々なスパイスを纏わせました。
旨味の強いどんこ椎茸と自家製の醬油麴のソースと共に。

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

68 0

すだちの香り

( 748)

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

1P / 200 (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。

秋のメニュー
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