
パン ＆ ジャージー塩ホイップ・オリーブオイル
bread with jersey salt whipped cream & olive oil

プチデザート　Petit Dessert

A - Course   ￥2300

きのこのパスタ
kinoko mushroom pasta

タリオリーニ、モリーユ、ポルチーニ、マッシュルーム、玉葱、クリーム、パルミジャーノ、ブラックペッパー

海老のリゾット
shrimp risotto

コシヒカリ、魚沼リゾット米、赤海老、海老出汁、檜葉の香り

シャラン鴨のコンフィ
sharan duck confit

シャラン鴨もも肉、白インゲン豆、トマト、キャベツ、マスタード、タイム

カレイのムース包み焼き
grilled flatfish wrapped in mousse

カレイ、ムース、パン粉、バター、グラナパダーノ、白ワイン、ハーブ

牛ホホ肉の煮込みと赤ワインソース
stewed beef cheek with red wine sauce

牛ホホ肉、ベーコン、ペコロス、メークイン、クレソン、赤ワイン、パイ生地

カフェ　Cafe

コーヒー / 紅茶 / ハーブティー
coffee / tea / herbal tea

お一品お選びください   Please select one

ウニのパスタ
sea urchin pasta

タリアテッレ、グラナパダーノ、マッシュルーム、ウニバターソース

  +300

バゲッティーヌ / くるみ / サワードウ
baguettine / complet aux noix / sourdough



オマール海老のスープ
lobster soup

オマール海老、トマト、カリフラワー、セージ、生クリーム

 B - Course   ￥3500

カフェ　Cafe

コーヒー / 紅茶 / ハーブティー
coffee / tea / herbal tea

前菜　Appetizer

ホタテとオランデーズソース
scallops with hollandaise sauce

ホタテ、とんぶり、マス卵、シブレット、卵黄、バター、カラマンシー

プチデザート　Petit Dessert

※+300 円でプチデザートを下記の何れかのデザートにいたします

お一品お選びください   Please select one

お一品お選びください   Please select one

名古屋コーチンのテリーヌ
nagoya cochin chicken terrine

名古屋コーチン、マイクロハーブ、コルニッション、マスタード

きのこのパスタ
kinoko mushroom pasta

タリオリーニ、モリーユ、ポルチーニ、マッシュルーム、玉葱、クリーム、パルミジャーノ、ブラックペッパー

ウニのパスタ
sea urchin pasta

タリアテッレ、グラナパダーノ、マッシュルーム、ウニバターソース

海老のリゾット
shrimp risotto

コシヒカリ、魚沼リゾット米、赤海老、海老出汁、檜葉の香り

シャラン鴨のコンフィ
sharan duck confit

シャラン鴨もも肉、白インゲン豆、トマト、キャベツ、マスタード、タイム

カレイのムース包み焼き
grilled flatfish wrapped in mousse

カレイ、ムース、パン粉、バター、グラナパダーノ、白ワイン、ハーブ

牛ホホ肉の煮込みと赤ワインソース
stewed beef cheek with red wine sauce

牛ホホ肉、ベーコン、ペコロス、メークイン、クレソン、赤ワイン、パイ生地

  +300

パン ＆ ジャージー塩ホイップ・オリーブオイル
bread with jersey salt whipped cream & olive oil

バゲッティーヌ / くるみ / サワードウ
baguettine / complet aux noix / sourdough

黒文字茶と洋梨のヴァシュラン
kuromoji tea and pear vacherin

栗のクレームキャラメル
chestnut creme caramel

ガトー オペラ
gateau opera



牛ホホ肉の煮込みと赤ワインソース
stewed beef cheek with red wine sauce

牛ホホ肉、ベーコン、ペコロス、メークイン、クレソン、赤ワイン、パイ生地

シャラン鴨のコンフィ
sharan duck confit

シャラン鴨もも肉、白インゲン豆、トマト、キャベツ、マスタード、タイム

カレイのムース包み焼き
grilled flatfish wrapped in mousse

カレイ、ムース、パン粉、バター、グラナパダーノ、白ワイン、ハーブ

海老のリゾット
shrimp risotto

コシヒカリ、魚沼リゾット米、赤海老、海老出汁、檜葉の香り

きのこのパスタ
kinoko mushroom pasta

タリオリーニ、モリーユ、ポルチーニ、マッシュルーム、玉葱、クリーム、パルミジャーノ、ブラックペッパー

オマール海老のスープ
lobster soup

オマール海老、トマト、カリフラワー、セージ、生クリーム

名古屋コーチンのテリーヌ
nagoya cochin chicken terrine

名古屋コーチン、マイクロハーブ、コルニッション、マスタード

C - Course   ￥4800

カフェ　Cafe

コーヒー / 紅茶 / ハーブティー
coffee / tea / herbal tea

パン ＆ ジャージー塩ホイップ・オリーブオイル
bread with jersey salt whipped cream & olive oil

前菜　Appetizer

ホタテとオランデーズソース
scallops with hollandaise sauce

ホタテ、とんぶり、マス卵、シブレット、卵黄、バター、カラマンシー

パスタ＆リゾット　Pasta & Risotto

ウニのパスタ
sea urchin pasta

タリアテッレ、グラナパダーノ、マッシュルーム、ウニバターソース

主菜　Main Dish

  +300

バゲッティーヌ / くるみ / サワードウ
baguettine / complet aux noix / sourdough

デザート　Dessert

ガトー オペラ
gateau opera

トンカ豆、ガナッシュ、バタークリーム、エスプレッソ、ルビーポルト

栗のクレームキャラメル
chestnut creme caramel

焼き栗、渋皮煮、白ビール、キャラメル、栗のフィナンシェ、ルビーグレープフルーツ、干し柿

 黒文字茶と洋梨のヴァシュラン
kuromoji tea and pear vacherin

クレームダンジュ、巨峰、洋梨、黒文字茶、ジュニパーベリー、ブラックベリー



Drink

Coffee

ブレンドコーヒー　
blended coffee

・マイルド
  mild
  なめらかなコクと甘さ、酸味を活かした味わい

650

・ストロング
  strong
  炭焼き特有の苦味としっかりと余韻が残る味わい

650

アイスコーヒー
iced coffee

650

ふじリンゴジュース
fuji apple juice
100年以上続く青森の農家さんが大切に育てた完熟りんごまるごとジュースです

700

きよみオレンジしぼり
kiyomi orange juice
果肉を贅沢に絞り、果汁100％のすっきりとした味わいに仕上げました

700

エルダーフラワースパークリング
organic elder flower sparkling
エルダーフラワーの甘く爽やかな風味とローズマリーのフレッシュな香りが広がります

700

ジンジャーエール
ginger ale
生の生姜と香辛料を煮出してつくられた風味豊かで濃厚な味わいです

700

Soft Drink

カフェラテ （hot・ice）
cafe latte

750

Latte

抹茶ラテ （hot・ice）
matcha latte

750

宇治田原のほうじ茶ラテ （hot・ice）
ujitawara houjicha latte

750

Water

ペリエ  (sparkling 330ml / 750ml)
perrier

650 / 1100



ジャスミンパール
organic jasmine pearl
香り高いジャスミンティー。伝統的な製法でパールのように丸められています

650

鉄観音茶
tieguanyin tea
さわやかな黄金色が特徴の烏龍茶。栗のような自然な甘みのあるすっきりとした味わいです

650

柿の葉茶
persimmon leaf tea
低温で焙煎した芳醇な香りと自然な甘みのある味わい。ノンカフェインです

650

ミント
mint
有機栽培のスペアミントとペパーミントのブレンドです

650

ラズベリールイボス
raspberry rooibos
ノンカフェインの甘く爽やかなラズベリーの香るルイボスティーです

650

マダム・ユペール
madam huppert
自由で豊かな大人の女性をイメージした、シナモンが香るレモングラス主体のブレンドです

650

柔らかな月
lune tendre
カモミールやリンデンフラワーの優しい花々とハニーブッシュのブレンドがリラックスへと導きます

650

ジャポニスムフロラル
japonisme floral
茎ほうじの甘さと香ばしさにローズの香りが漂う、ほっとする味わいのブレンドです

650

ルビーの果実
fruit rouge
ローズヒップ、ローゼルやドライ苺など疲労感を取り去って元気を届けるブレンドです

650

Tea

ダージリン
organic darjeeling
手摘みされた有機茶葉。ストレートでも繊細な香りをお楽しみいただけます

650

アッサムゴールド
assam gold
深いコクと甘みのあるまろやかさが特徴。ミルクと合わせてより引き立ちます

650

アールグレイ （hot・ice）
organic earl grey
ベルガモットの華やかな香り。ストレートとミルク、どちらともお楽しみいただけます

650

ブラックバニラ
black vanilla
マダガスカルのバニラが香るシンプルでコクのある味わいです

650

Herbal Tea

夢の花束
quatre primas
パリ・オペラ座の天井画をイメージした、可憐な花々と爽やかな植物の躍動感あるブレンドです

650



Alcohol

Wine

Sparkling glass / bottle

Rose Sparkling

White

Red
フランス / ガメイ
france / gamay
フルーティーでしなやかな口当たりのミディアムボディです

1000 / 5100

フランス / ピノ・ノワール
france / pinot noir
明るくフレッシュなアロマ。ジューシーな風味の中に大地やスパイスのニュアンスを感じられます

Craft Beer

ポーター / 黒ビール
porter
コーヒーやチョコレートを思わせるような香ばしさのある黒ビールです

1100

フランス / シャルドネ  シュナン  ピノ・ノワール
france / chardonnay  chenin  pinot noir
花やフルーツのアロマにいきいきとした果実味があり魚介を使った料理と相性抜群です

1100 / 5300

フランス / シャルドネ
france / chardonnay
フランス最南部の温暖な気候が生み出す、香り高くリッチなシャルドネです

1100 / 5300

フランス / ピクプール
france / picpoul
フレッシュな酸味が果実味と調和したバランスの良い味わいです

900 / 4300

1100ベイエール / ライスエール
bay ale
米由来の芳醇な風味で馴染みのある軽やかな飲み口です

フランス / ユニ・ブラン  マカベオ
france / ugni blanc  macabeo
フレッシュでキレのある泡。オペラ座をイメージした華やかなエチケットも魅力です

1100 / 5300

1200 / 6000


