Les

Les Entrées
Soupe de carotte, zestes d’orange
confits, huile de raisins secs
⼈参のスープ
オレンジコンフィのゼスト
レーズンのオイル

¥1000

Salade de légumes, accras de morue,
quinoa et vinaigrette au balsamique
塩タラのクロケット、キヌア、
季節野菜のサラダ
バルサミコヴィネグレット

¥1800

Nos Brochettes

Raclette traditionnelle pomme de terre, ¥1900
courgette, croutons à l’ail
温かいラクレットチーズ
じゃがいも、ズッキーニ、クルトン
Foie gras de canard confit,
déclinaison de fruits
鴨フォアグラのコンフィ
フルーツ添え

¥4000

Saumon de Norvège mariné à la menthe
フレッシュサーモンのマリネ
ミントの⾹り

¥2400

Brandade de morue,
caviar de poivrons grillés
タラのブランダード
⾚パプリカのグリル

¥2600

Panaché de légumes grillés
et marinés aux yuzu
柚⼦でマリネした野菜のグリル

¥1700

Vol au vent champignons-fruits de mer
シーフードとキノコのパイ仕⽴て

¥2500

Tartelette d’escargots,céleri,
oignons confits
エスカルゴ、セロリ、オニオンコンフィ
タルトレット仕⽴て

¥2200

Tartare de magret de canard minute,
frites de polenta
マグレ鴨のタルタル
ポレンタとフレンチフライ添え

¥2600

Brochette de gambas,
sauce à l’aneth
⼤海⽼のブロシェット ディルのソース
Brochette de daurade,
sauce vierge
真鯛のブロシェット ヴィエルジュソース
Brochette d’éspadon,
sauce aux agrumes
メカジキのブロシェット シトラスフルーツソース
Brochette de bar,
sauce au céleri
スズキのブロシェット セロリのソース
Brochette de cuisse de pintade,
sauce au miel
ホロホロ⿃もも⾁のブロシェット ハチミツソース
Brochette de bavette,
sauce à l‘échalotte
⽜バベットのブロシェット エシャロットソース
Brochette de gigot d‘agneau,
sauce au paprika relevé
仔⽺もも⾁ブロシェット パプリカソース
Brochette de veau,
sauce à la moutarde
仔⽜のブロシェット マスタードソース
1 brochette au choix
ブロシェット1種
\1300
3 sortes de brochettes au choix
お好きなブロシェット3種
\3400
5 sortes de brochettes au choix
お好きなブロシェット５種
\5700
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Spécialités

La bouillabaisse traditionnelle
du Petit Paris
ブイヤベース プチパリ⾵

¥3000

Quenelles de brochet maison,
bisque de homard et son riz pilaf
カワカマスのクネル
オマール海⽼のビスクソース
ピラフ添え

¥2800

Choucroute de bar,
saint Jacques et calamar en saucisse
スズキのシュークルート
ホタテとイカスミのソーセージ

¥3400

Souris d’agneau braisée
au romarin et miel,
PDT écrasée à l’huile d’olive et persil
⾻付き仔⽺すね⾁のブレゼ
ローズマリーとハチミツの⾹り

¥3400

Coeur de filet de boeuf au poivre,
flambé façon hemingway,
poêlée de légumes au thym et à l’ail
⽜ヒレ⾁のフランベ ヘミングウェイ⾵
タイムとガーリック⾵味の野菜のポワレ

¥5000

Magret de canard rôti,
poêlée d’ananas et abricot,
sauce à la figue
マグレ鴨のロティ
パイナップルとアプリコットのポワレ
イチジクのソース

¥3600

Moules marinières à la crème
et frites
ムール⾙のクリーム蒸し
フレンチフライ添え

¥2500

Cuisse de canard confite,
poêlée de PDT et aubergine,
moutarde de Dijon
鴨もも⾁のコンフィ
じゃがいもとなすのポワレ

¥3600

Poussin entier rôti aux épices,
¥3300
poêlée de légumes variés
じっくりと焼き上げた丸鶏(約1kgサイズ)
(40分前後お時間かかります)

Charcuterie
Jambon de Bayonne
フランス バイヨンヌ地⽅の⽣ハム

¥1400

Jésus du Pays Basque
フランス バスク地⽅のサラミ

¥1400

Salami au fenouil
フェンネルを練りこんだサラミ
‶サラミ・フィノッキオーナ“

¥1200

Rosette
フランス

¥1500
ロゼッタ

Méga assortiment de charcuterie
メガシャルキュトリー盛り合わせ
(⽣ハムやサラミなどのお⾁盛り合わせ)

Plus
Pâté de campagne aux fruits secs
⾃家製パテ・ド・カンパーニュ

¥1600

Carpaccio de saumon fumé
スモークサーモンのカルパッチョ

¥2400

Assiette de frites,
フレンチフライ

¥1200

Belle assiette d’asortiment
de fromage français
チーズの盛り合わせ

¥3500

¥6000

N.B: -Amuse bouche du moment
-Pain tradition français
-Beurre au sel de guérande
et à la gousse de vanille ¥800
パン・⾃家製⾹りバター ・アミューズ代として
別途おひとり様+\800を頂戴しております

10% de service seront additionnés à la facture
表⽰価格は税込。
別途サービス料10％を
加算させていただきます

