17: 30 - 23: 00 LO, Cours 21: 00 / A la carte 22: 00 / Drink 22: 30

�月の限定アラカルト

基本�人前ポーションとなります

紅玉のフォワグラシュークリーム

下仁田葱のスープ

平目のカルパッチョ

680
980
1,780

寒鰆のポワレ

1,780

フレンチTKG

1,480

本日のシェフおすすめ肉料理（�人前）

3,180〜

文旦のデセール メープルウォールナッツ

1,380

�月の限定コース

紅玉のフォワグラシュークリーム
下仁田葱のスープ

紅玉のフォワグラシュークリーム
下仁田葱のスープ
平目のカルパッチョ

平目のカルパッチョ

���パテドカンパーニュ

寒鰆のポワレ

真牡蠣プチグラタン

本日のシェフおすすめ
又は 黒毛和牛(＋�,���)
フレンチTKG
文旦のデセール メープルウォールナッツ

寒鰆のポワレ
本日のシェフおすすめ
又は 黒毛和牛(＋�,���)
フレンチTKG
文旦のデセール メープルウォールナッツ

お一人様チャージ料���円を頂戴致します。表示価格は全て税込みです。仕入れ状況により食材が変わる場合がございますので、ご了承下さい。

A La Carte MENU

17:30-23:00 LO. Cour s 21:00 / A la car te 22:00 / Dr ink 22:30

冷前菜

Entrée Froide

Caviar canapé

至福のキャビアカナッペ

680

Smoked Herring Roe

燻製カズノコ ～��� St yle～

980

Filling Veggies Gourmet Salad

具沢山 美食家サラダ

1,980

Cheese Plate

厳 選チーズの盛り合わせ

2,480

Wagyu beef roasted on Cheese rack Hor seradish sauce

炙り黒毛和牛の
チーズ掛け ホースラディッシュソース
Pate de Campagne

パテドカンパーニュ

Tripes and mix beans stewed hot tomatoes

サラダヴェール ～アップルスウィートビネガー～ 1,480
Assor ted Prosciutto and Salami - Charcuterie -

生ハム・サラミ 盛り合わせ ～シャルキュトリ～
温前菜

Sardin confit with Mimolette cheese

真イワシの�時間コンフィ ミモレット掛け

1,780

トリュフ香るフライドポテト

カマンベールのオーブン焼き
やまとベーコンのドレッシング

1,480

Truf fle Omlette

Baked camember t / Yamato bacon dressing

Oyster s and Spinach in Spanish-St yle Garlic Sauce

広島県産牡蠣のアヒージョ
（�個）
Additional � Oys ter

追加１個

トリュフオムレツ

1,680

Spanish-St yle Garlic Shrimp

600

1,980

Viande

3,680

Additional � pr awn

追加１尾

特別料理

Tomato Gratin of Lobster and Moz zarella

【�食限定】オマール海老とモッツァレラの
トマトグラタン

2,980

肉料理

Red Satsumadori fricassee

骨付き赤鶏さつまのフリカッセ

2,580

Matsuzaka porc stew cooked in white wine

2,580

松坂ポークの白ワイン煮込み

2,580

※メイン料理はお時間がかかりますので、お早めにご注 文ください。

Rice with Raw Egg

フレンチTKG

Custom made Pasta

リクエストパスタ

Specialties Arrabiata

十八番 アラビアータ
Rich pancake suzette

芳醇パンケーキシュゼット
Rich Pudding Scent of Tonka beans

トンカ豆の濃 厚プリン

1,480

500

Japanese black hambur ger steak

黒毛和牛���％ハンバーグ

自家製ソーセージ（� 本）

皮ごと食べられる天使の海老のアヒージョ(�尾） 1,780

Roasted Wagyu with Deep-fried Potato seasoned Truf fle

和牛のロティ
トリュフ香るフライドポテト添え

1,280

Homemade Sausage

※パンは別ページにございますので、ご参照ください。

【�食限定】雪崩チーズの和牛ミートパイ

1,280

1,480

Spécialité

Wagyu meat pie; silk y bechamel

2,480

Deep-fried Potato seasoned Truf fle

フランス産フォアグラのポワレ

Foie gras poele

1,680

Green Salad - apple sweet vinegar -

Entrée chaude

トリッパとミックスビーンズのピリ辛トマト煮 1,480

2,280

Riz & Psata
1,480
1,680〜
1,580

Dessert
1,880
980

米＆パ スタ

French mushrooms doria

ネオビストロ流 茸ドリア

Handmade gnocchi with blue cheese sauce

手作りニョッキ ブルーチーズソース
Spaghetti aglio e olio

特製アーリオ・オリオ・ペペロンチーノ

2,280
1,980
1,380

デ ザ ート

Melted Fondant Chocolat

とろけるフォンダンショコラ

※��分かかりますので、お早めにご注文ください
Rich gr een tea par fait ~ Seasonal fr uit ~

濃 厚抹茶パフェ ～季節のフルーツ～

1,880
1,880

お一人様チャージ料���円を頂 戴 致します。表示 価 格は全て税 込みです。仕 入れ 状 況により食 材が 変わる場 合がございますので、ご了承下さい

パ ン メ ニ ュ ー

Bread Menu
Honey soy

はちみつ豆乳パン

はちみつと豆乳を練り込んだソフトでもっちりとしたパンです。
はちみつの香りとやさしい甘みが感じられます。
お肉料理とも相性の良いパンです。

Graham fine

グラハムファイン
国産小麦に全 粒粉を混ぜ合わせました。
口あたりはふんわり柔らかく軽い食感で、
全 粒粉の香ばしさが感じられるパンです。

Baguettine

バゲッティーヌ
オーソドックスなフランスパンの生地に、
少量のバター、牛乳、卵を入れました。
通常のフランスパンに比べ、柔らかく食感も軽 やかです。

各1個
3 種 盛り合わせ

220円
550円 （税込）

※お客様には焼きたてのパンをご用意させていただく為
ご注文後ご提供までに3〜6分程のお時間をいただきます。

テイクアウトも承っております。お気軽にスタッフまでお声がけください。

