Menu Midi Weekend
Pain + Entrée + Plat + Boisson

¥1800

パン + 前菜1品 + メイン1品 + 食後のお飲物

Entrée au choix前菜より1品

Plat au choix メインディッシュより1品

Gaspacho original
et sa boule de sorbet framboise
パリジャン特製ガスパチョ 木苺のソルベ
Salade niçoise
ニース風サラダ
（アンチョビ、いんげん、
トマト、卵、ツナ、パプリカ、
オリーブニソワーズ、フルーツケッパー）
Pâté de foie de volaille roulé à la pistache
鶏白レバーのムース
Oeuf surprise et son éventail d’avocat
(+¥200)
パリジャン特製玉子のサプライズ! ! !
アボカドを添えて
Assiette de charcuterie
(+¥400)
シャルキュトリー盛り合わせ
Escargots à la bourguignonne 6 pièces
(+¥600)
エスカルゴ ブルゴーニュ風 （６ピース）

Poisson お魚料理
Brochette de poisson du jour
本日のブロシェット“お魚”
Filet de bar roti, sauce à l’olive noire et risotto d’épautre
(+¥400)
スズキのロティ 黒オリーブのソース
スペルト小麦のリゾット
Espadon grillé aux herbes de provence
et cirton vert, poêlée de légumes
(+¥600)
メカジキのグリエ
エルブ・ド・プロヴァンスとレモンの香り
Viande お肉料理
Brochette de viande du jour
本日のブロシェット‶お肉“
Hachis parmentier de ragoût de lapin
et son huile de carotte
(+¥400)
ウサギのラグー アッシパルマンティエ仕立て
Tartare de magret de canard au mélange de fruits secs
et sa salade d’endive aux noix et fromage bleu
(+¥600)
鴨肉のタルタル仕立て
アンディーヴとブルーチーズのサラダ
Poussin entier rôti au thym et à l’ail (pour 2 personnes)
雛鳥のロティ タイムとガーリックの香り
（2名様より承ります）

Desserts au choix

デザートメニューよりお選びください

¥500~

Taxes non incluses
(Sales Tax not included)
全ての商品は税抜価格表示になります。

MENU PLAISIR
Saumon gravelax

サーモングラブラックス

+

メニュー プレジール ( 全５品 )

Jambon de Bayonne
et melon frais

ジャンボン・ド・バイヨンヌと
フレッシュメロン

MENU DEGSUTATION

+

Filet de daurade rôti
façon bouillabaisse
真鯛フィレのロティ
ブイヤベース仕立て

+

¥3500

Bavette grillée, échalotes + Dessert
confites et poêlée de légumes du moment
牛バベットのグリエ
et
エシャロットコンフィと
Boisson

メニュー デグスタシオン ( 全７品 )

季節野菜のポワレ

¥4500

季節のデザート
コーヒー/紅茶

Verrine de gazpacho + Saumon frais + Pissaladière à la sardine + Terrine de porc
イワシの
自家製ガスパチョ
et marine à l’ooba
au foie gras de canard
豚肉とフォラグラのテリーヌ
ヴェリーヌ仕立て フレッシュサーモンのマリネ ピサラディエール
大葉の香り
Magret de canard rôti
Assortiment
Noix de Saint-Jacques poêlées
sauce aux agrumes
de trois sortes
+
+
et risotto d’épautre
+
et ananas flambé au cognac
de desserts
ホタテのポワレ
マグレ鴨のロティ 柑橘フルーツのソース デザート3種盛合せ
スペルト小麦のリゾット
パイナップルのフランベ

