
 
 

 

 

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。 

※個室利用時と 6 名様以上のお席のデザートは 
「おすすめデザートの盛り合わせ」となります。 

 

*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 
*To the guest for use of a private room and the group over 6 persons,  
“Assorted dessert of our special” will be served. 

 

デザート ワゴンサービス 2 種お好みで 
Choose 2 of your favorite Desserts in the Trolley 

 

￥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.) 

※ 除外日：12.23（木）～25（土） 



 セゾン 

Saison 
アミューズ 
Appetizer 

 
フォアグラとキノコのショーソン マデラ酒のソース 

Foie gras and Mushroom Pie with Madeira Sauce 
 
 ローストした紅はるかのブルーテ シナモン風味 

Roasted Sweet Potato Soup with Cinnamon Flavor 

愛媛県産真鯛のブレゼとレンズ豆のラグー 聖護院蕪のエミュルション 
Braised Sea Bream and Lentil Stew with Turnip Foam Sauce 

 
 
 

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. 

オーストラリア産牛フィレ肉のグリル ジュニエーブル香る赤ワインソース 
Grilled Australian Fillet of Beef with Juniper Berry and Red Wine Sauce  

 
 
 

フランス産仔鴨のポワレ ポムフリット添え マーガオ風味 
Pan-Sauteed French Duckling Served with French Fries, Maqaw Flavor 

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 required.) 
 

 

￥8,000 

※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. 

※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。 

※個室利用時と 6 名様以上のお席のデザートは 
「おすすめデザートの盛り合わせ」となります。 

 

 

 

*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 
*To the guest for use of a private room and the group over 6 persons,  
“Assorted dessert of our special” will be served. 
 

デザート ワゴンサービス 2 種お好みで 
Choose 2 of your favorite Desserts in the Trolley 

 
 

コーヒー または 紅茶 
Coffee or Tea 

 
自家製パン 

Bread 
 

※ 除外日：12.23（木）～25（土） 



 

 

地産地消ディナー 

田原産ブロッコリーのブルーテ 赤座海老とヘーゼルナッツのクランブル 
Broccoli Velouté, Hazel Nuts and Langoustine Crumble 

期間限定｜Limited Time Only 
 

尾張牛フィレ肉のグリル 奥三河高原鹿背肉のロースト ポワブラードソース 
Grilled Fillet of OWARI Beef, Venison Roast, Poivrade Sauce 

 

黒糖のマドレーヌに西尾抹茶のクリーム バニラアイスクリームと黒蜜 
Brown Sugar Madeleine with NISHIO Maccha Cream, Vanilla Ice Cream  

with Brown Sugar Syrup 
 

 

※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 

 

日間賀島産タコ 愛知米 ”あいちのかおり” のアランチーノ 
Arancino (Rice Croquette) with Octopus 

 

￥11,000 

自家製パン 
Bread 

 

奥三河鶏 “輝” モモ肉とレンズ豆のプレッセ 根セロリのレムラード 
Chicken Thigh and Lentil Presse, Celeriac Remoulade Sauce 

 
 

グラニテ 
Sorbet 

 

アミューズ 
Appetizer 

 
 

師崎産ホウボウのポワレ フヌイユのエチュべ マルセイエーズソース 
Pan-Sauteed Sea Robin, Steamed Fennel, Marseillaise Sauce 

 

※ 除外日：12.23（木）～25（土） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生ハムのサラダ仕立て 
Appetizer 

Bonte 

フォアグラと根セロリのラビオリ風 ポルトソース 
Ravioli with Foie gras and Celeriac, Porto Sauce 

 
ブロッコリーのブルーテ 赤座海老とヘーゼルナッツのクランブル 

Ravioli with Lobster and Morel Mushroom, Crustacean Cream Sauce 

グラニテ 
Sorbet 

国産牛フィレ肉のグリル 黒トリュフ香るペリグーソース 
Grilled Domestic Beef Fillet, Perigueux with 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。 

※個室利用時と 6 名様以上のお席のデザートは 
「おすすめデザートの盛り合わせ」となります。 

 

太平目とオマール海老のカラパス仕立て キャビア添え 聖護院蕪のエミュルション 
Flounder and Lobster with Carapace, served with Caviar, Turnip Foamy 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. 
*To the guest for use of a private room and the group over 6 persons,  
“Assorted dessert of our special” will be served. 

コーヒー または 紅茶 
Coffee or Tea 

自家製パン 
Bread 

￥13,000 
 

◆こちらのメニューをご注文の方限定でドリンク 2 グラスセット（＋￥2,000）がご用意できます。 

◆こちらのコースに限りオイルファーマシー”プレミアムエキストラバージンオリーブオイル(オメガ 9 配合)”をご用意いたします。 

 

デザート ワゴンサービス ３種お好みで 
Choose 3of your favorite Desserts in the Trolley 

 
 

 

 

蝦夷鮑のポワレ トランペット茸と黄パプリカソース 
Pan-Sauteed EZO Abalone, Trumpet Mushroom and Yellow Paprika 

 
 

 

※ 期間：12.22（水）まで 



 

￥16,000 

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 

エトワール 

Étoile 

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 

※ 除外日：12.23（木）～25（土） 

※ 除外日：12.23（木）～25（土） 



 

アミューズ 
Appetizer 

フォアグラとキノコのショーソン マデラ酒のソース 
Foie gras and Mushroom Pie with Madeira Sauce 

 
 

おふたりで ￥20,000 

ローストした紅はるかのブルーテ シナモン風味 
Roasted Sweet Potato Soup with Cinnamon Flavor 

愛媛県産真鯛のブレゼとレンズ豆のラグー 聖護院蕪のエミュルション 
Braised Sea Bream and Lentil Stew with Turnip Foam 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。 

※個室利用時と 6 名様以上のお席のデザートは 
「おすすめデザートの盛り合わせ」となります。 

 

 
*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. 
*To the guest for use of a private room and the group over 6 persons,  

        
 
 

オーストラリア産牛フィレ肉のグリル ジュニエーブル香る赤ワインソース 
Grilled Australian Fillet of Beef with Juniper Berry and Red Wine Sauce 

 
フランス産仔鴨のポワレ ポムフリット添え マーガオ風味 

Pan-Sauteed French Duckling Served with French Fries, Maqaw Flavor 
 

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 required.) 
※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. 

デザート ワゴンサービス 2 種お好みで 
Choose 2 of your favorite Desserts in the Trolley 

※ 除外日：12.23（木）～25（土） 


	★エトワール＆ルミエール

