
 
 

 

 

コーヒー または 紅茶 
Coffee or Tea 

Facile 
9 種の一口前菜の取り合わせ 

Assorted Appetizers 

ファシル 

自家製パン 
Bread 

本日のスープ 
Soup of the Day 

 

オーストラリア産牛フィレ肉のグリル 
シェフのおすすめ 本日の魚料理 

温野菜 
Grilled Fillet of Australian Beef 

Chef Recommendation Fish of the Day 
Warm Vegetables 

※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 
*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 
 
 

マンゴー 苺 グレープフルーツのパフェ 
Parfait with Mango, Strawberry and Grapefruit 

 

￥5,000 

※牛フィレ肉は、国産牛（プラス￥1,500）、和牛（プラス￥3,500）にご変更いただけます。 
*For 1,500yen extra, you can change to Domestic Beef. For 3,500yen extra, you can change to “WAGYU” Beef. 

※オーストラリア産牛フィレ肉のグリル フォアグラソテー添え トリュフソース 
（プラス￥1,000 にてご変更いただけます。） 

Grilled Fillet of Australian Beef served with Foie gras and Truffle sauce (Extra 1,000yen required.) 



 
＜以下よりお好みのメニューを 1 品お選びいただけます＞ 
Please choose 1 of your favorite menu from the following. 

 

Saison 
セゾン 

イトヨリのグリル アンティボワーズソース 
Grilled Golden Threadfin-Bream with Antiboise Sauce 

オーストラリア産牛ヒレ肉（※）のグリル フォアグラソテー添え トリュフソース 
（プラス￥1,000 にてお選びいただけます。） 

Grilled Fillet of Australian Beef served with Foie gras and Truffle sauce (Extra 1,000yen 
 

オーストラリア産牛ヒレ肉（※）のポワレと夏野菜 ベルシーソース 
Pan-Sautéed Fillet of Australian Beef(※) and Summer Vegetable with Bercy Sauce 

アミューズ 
Appetizer 

フランス産仔鴨のロティ バニラ風味 マンゴーと赤ワインビネガーのソース 
Roasted French Baby Duck with Vanilla Flavor, Mango and Red Wine Vinegar Sauce 

キハダマグロとカリフラワーのコンビネゾン イクラとトマトジュレ 
Yellow Tuna and Cauliflower with Salmon Roe and Tomato Jelly 

ムール貝とクレソンの冷製クリームスープ 
Chilled Cream Soup with Mussel and Watercress 

 

マンゴー 苺 グレープフルーツのパフェ 
Parfait with Mango, Strawberry and Grapefruit 

 

 
￥8,000 

 

グラニテ 
Sorbet 

※牛ヒレ肉は、国産牛（プラス￥1,500）和牛（プラス￥3,500）にご変更いただけます。 
*For 1,500yen extra, you can change to Domestic Beef. For 3,500yen extra, you can change to “WAGYU” Beef. 

コーヒー または 紅茶 
Coffee or Tea 

自家製パン 
Bread  

※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 
*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 
 



 

Aomori Fair Dinner 

プレミアム青森フェアディナー 

青森県産ヒラメとりんごのブレゼ生ハム添え シードルソース 
Braised Flounder and Apple, served with Prosciutto, Cider Sauce 

 

期間限定｜Limited Time Only 
 

七戸町産”ナミキ牛”ロースのグリル 五戸町産長芋と野辺地蕪のサラダ 
十和田市産黒にんにく香るエシャロットソース 

Grilled AOMORI Beef Loin, served with Chinese Yam and Turnip Salad, 
Garlic and Shallot Sauce 

青森県産りんごと紅茶のタルト カシスのソルベ 
Tart with Apple and Tea, served with Blackcurrant Sorbet 

 

 

※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 

 
*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 
 
 

コーヒー または 紅茶 
Coffee or Tea 

陸奥湾産帆立のタルタル 津軽トマトのガスパチョ仕立て 
Scallop Tartare, served with Tomato Gazpacho 

 

￥11,000 

自家製パン 
Bread 

 

青森県産とうもろこし”嶽きみ”と雲丹のパリソワーズ 
Corn and Sea Urchin Paris soir 

グラニテ 
Sorbet 

アミューズ 
Appetizer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アミューズ 
Appetizer 

Bonte 

魚介のパナシェ カリフラワームースとコンソメジュレ キャビア飾り 
Seafood Panache, Cauliflower Mousse and Jellied Consomme with Caviar 

 
小豆島産 島鱧のベニエ エピス風味 

Pike Conger Beignet, Spice Flavor  

グラニテ 
Sorbet 

ムール貝とクレソンの冷製クリームスープ 
Cold Cream Soup with Mussels and Watercress 

 
 

国産牛ヒレ肉とフォアグラのロッシーニ 黒トリュフのソース 
Rossini(Fillet of Beef with Seared Foie gras), Black Truffle Sauce 

ボンテ 

※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 

尾鷲産 真ハタのポワレ 冬瓜のスープ仕立て 大葉のピストゥー 
Pan-Sauteed Seven Band Grouper, White Gourd Soup, Perilla Pistou Sauce 

*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 
 

￥13,000 

コーヒー または 紅茶 
Coffee or Tea 

自家製パン 
Bread 

しぼりたて「抹茶のアイスモンブラン」 
"Ice Mont Blanc" Freshly Squeezed "Matcha" Green Tea Cream 

 



 

￥16,000 

エトワール 

Étoile 

シェフのおまかせメニューとなります。 

厳選した食材と最高の調理法で料理したとっておきのコースです。 

詳細はお問い合わせください。 

 
※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※2 名様より承ります。 
※ご予約日の 3 日前以降のキャンセルにつきましては、食材発注の都合上、キャンセル料 100％をいただきます。 

※プレミアクラブを含むすべての割引対象外です。 
※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 

【要予約（3 日前）】 

￥20,000 

ルミエール 

Lumière 

シェフのおまかせメニューとなります。 

厳選した食材と最高の調理法で料理したとっておきのコースです。 

詳細はお問い合わせください。 

 
※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※2 名様より承ります。 
※ご予約日の 3 日前以降のキャンセルにつきましては、食材発注の都合上、キャンセル料 100％をいただきます。 

※プレミアクラブを含むすべての割引対象外です。 
※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 

 

【要予約（3 日前）】 ※1 日限定 2 組 



 

アミューズ 
Appetizer 

キハダマグロとカリフラワーのコンビネゾン イクラとトマトジュレ 
Yellow Tuna and Cauliflower with Salmon Roe and Tomato Jelly 

 

おふたりで ￥20,000 

ムール貝とクレソンの冷製クリームスープ 
Chilled Cream Soup with Mussel and Watercress 

 
 

イトヨリのグリル アンティボワーズソース 
Grilled Golden Threadfin-Bream with Antiboise Sauce 

 

ルクプル 

Le Couple 

グラニテ 
Sorbet 

 
＜以下よりお好みのメニューを 1 品お選びいただけます＞ 
Please choose 1 of your favorite menu from the following. 

コーヒー または 紅茶 
Coffee or Tea 
自家製パン 

Bread 

◆ スパークリングワイン付き 
◆ フリードリンク（1 時間 30 分） 
◆ お二人のお写真をお撮りいたします。 

※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※プレミアクラブを含むすべての割引対象外です。 

※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 

*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*This menu is excluded from the price discount. 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 
 

オーストラリア産牛ヒレ肉（※）のポワレと夏野菜 ベルシーソース 
Pan-Sautéed Fillet of Australian Beef(※) and Summer Vegetable with Bercy Sauce 

 
フランス産仔鴨のロティ バニラ風味 マンゴーと赤ワインビネガーのソース 

Roasted French Baby Duck with Vanilla Flavor, Mango and Red Wine Vinegar Sauce 
 

オーストラリア産牛ヒレ肉（※）のグリル フォアグラソテー添え トリュフソース 
（プラス￥1,000 にてお選びいただけます。） 

Grilled Fillet of Australian Beef served with Foie gras and Truffle sauce (Extra 1,000yen 
d ) 

※牛ヒレ肉は、国産牛（プラス￥1,500）和牛（プラス￥3,500）にご変更いただけます。 
*For 1,500yen extra, you can change to Domestic Beef. For 3,500yen extra, you can change to “WAGYU” Beef. 

◆ Comes with Sparkling Wine. 
◆ 1.5 hour free-flow drink. 
◆ We will take a picture of you two. 

マンゴー 苺 グレープフルーツのパフェ 
Parfait with Mango, Strawberry and Grapefruit 

 


	★エトワール＆ルミエール

