
 アレルギー・食材についてのご質問は係りにお問い合わせください。 
Notice: Please ask our staff for ingredients contained in our products. 

記載の料金はサービス料13％込みの金額です。別途税金を加算させていただきます。 
Prices are inclusive of 13% service charge and are subject to tax. 

 

このマークのメニューは資源として豊富で地球にやさしい“ブルーシーフード”がお楽しみいただけます。 

 

Dîner  
 

“Saveur” 
 

¥11,482 

 
Amuse-bouche / Small Appetizer 

食前のお楽しみ 

 
Truite mariné avec caviar à la jardinière 

Marinated Trout Salad with Caviar 

富士山の湧水で育った“くぬぎ鱒”のマリネとキャヴィアの菜園仕立て 

 
Potage de radis parfum de truffe / Japanese Radish Potage Truffle Flavor 

三浦産・大根のポタージュ トリュフの香り 

 
Homard meunière et risotto à l’algue avec écume de bisque 

Lobster Meuniere and Seaweed Risotto with Bisque Sauce 

活オマール海老のムニエル 生青海苔のリゾットとビスクの泡 

 
Tournedos Rossini / Beef Steak and Foie Gras with Truffle Sauce 

牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ 芳醇なトリュフソース 

 
Mousse au fromage blanc et soupe aux airelle avec glace vanille 

Fromage-blanc Mousse and Cranberry Soup with Vanilla Ice Cream 

フロマージュブランの軽いムース 

クランベリーのスープとヴァニラアイス 

 
Café ou Thé, Mignardises / Coffee or Tea, After Dinner Sweets 

コーヒーまたは、紅茶、フランス風小菓子 



 アレルギー・食材についてのご質問は係りにお問い合わせください。 
Notice: Please ask our staff for ingredients contained in our products. 

記載の料金はサービス料13％込みの金額です。別途税金を加算させていただきます。 
Prices are inclusive of 13% service charge and are subject to tax. 

 

このマークのメニューは資源として豊富で地球にやさしい“ブルーシーフード”がお楽しみいただけます。 

 

Dîner  
 

“Cuisine de la truffe” 
 

¥13,519 

 
Amuse-bouche / Small Appetizer 

食前のお楽しみ 

 
Homard fumée legérè et mangue en salade avec vinaigrette à la truffe 

Lightly Smoked Lobster and Mango Salad with Truffle Dressing 

軽くスモークしたオマール海老とマンゴーのサラダ 

トリュフのヴィネグレットソース 

 
Coulis de champignon à la truffe avec jaune d’œuf 

Truffle and Mushroom Puree with Egg Yolk 

トリュフとシャンピニョンのクーリ ポルト酒風味 

地養卵とトリュフのエマンセ 

 
Turbot braser sauce au cidre, rigatoni fourré aux duxelle de truffe 

Braised Turbot with Cider Sauce, Stuffed Rigatoni with Mushroom and Truffle 

天然ヒラメのブレゼ シードルソース 

トリュフのデュクセルを詰めたリガトーニ 

 
Canard challandais rôti avec laqué au miel et épices 

Roasted Challans Duck with Honey and Spice Sauce 

シャラン産・鴨胸肉と下仁田ねぎのロティ 蜂蜜とスパイスのラッケ 

トリュフと熟成コンテのポムフォンダント 

 
Mousse au caramel en chocolat noir et glace aux truffe 

Caramel Mousse in Bitter Chocolate and Truffle Ice Cream 

キャラメルムースを閉じ込めたビターショコラのディスク 

トリュフのアイスクリーム 

 
Café ou Thé, Mignardises / Coffee or Tea, After Dinner Sweets 

コーヒーまたは、紅茶、フランス風小菓子 



 アレルギー・食材についてのご質問は係りにお問い合わせください。 
Notice: Please ask our staff for ingredients contained in our products. 

 

このマークのメニューは資源として豊富で地球にやさしい“ブルーシーフード”がお楽しみいただけます。 

 
 

Dîner  

“Menu à la carte” 

 
前菜 / Hors d’oeuvres / Appetizer 
Coulis de champignon à la truffe avec jaune d’œuf                          ￥       4,445 

Truffle and Mushroom Puree with Egg Yolk 

トリュフとシャンピニョンのクーリ ポルト酒風味 

地養卵と生トリュフのスライス 
 

Truite mariné avec caviar à la jardinière                     ￥       4,445 

Marinated Trout Salad with Caviar 

富士山の湧水で育った“くぬぎ鱒”のマリネとキャヴィアの菜園仕立て 
 

Salade verte de saison                              ￥        1,667 

Seasonal Green Salad 

季節のグリーンサラダ 

 
スープ / Soupe / Soup 
Potage de radis parfum de truffe                                                  ￥       1,667 

Japanese Radish Potage, Truffle Flavor 

三浦産・大根のポタージュ トリュフの香り 

 
魚介料理 / Les Poissons / Fish  
Homard fumée legérè et mangue en salade avec vinaigrette à la truffe                                             ￥      4,815 

Lightly Smoked Lobster and Mango Salad with Truffle Dressing 

軽くスモークしたオマール海老とマンゴーのサラダ 

トリュフのヴィネグレットソース 
 

Turbot braser sauce au cidre, rigatoni fourré aux duxelle de truffe                                                  ￥         4,815 

Braised Turbot with Cider Sauce, Stuffed Rigatoni with Mushroom and Truffle 

天然ヒラメのブレゼ シードルソース 

トリュフのデュクセルを詰めたリガトーニ 
 

Homard meunière et risotto à l’algue avec écume de bisque                        ￥       7,223 

Lobster Meuniere and Seaweed Risotto with Bisque Sauce 

活オマール海老のムニエル 生青海苔のリゾットとビスクの泡 
 

Bouillabaisse façon “AZUR” (Pour deux personnes)                                                                   ￥12,038 

Bouillabaisse “AZUR” Style (For Two People) 

ブイヤベース“アジュール”風（２名様より承ります） 



記載の料金はサービス料13％込みの金額です。別途税金を加算させていただきます。 
Prices are inclusive of 13% service charge and are subject to tax.  

 

 
 

Dîner  

“Menu à la carte” 

 
肉料理 / Les Viandes / Meat 
Steak de filet de bœuf avec comté, sauce bordelaise                                                                                            ￥4,630 

Beef Tenderloin Steak with Comte, Red Wine Sauce 

牛フィレ肉のステーキと熟成コンテ 

トピナンブールのピュレ ソースボルドレーズ 

 
Tournedos Rossini                                                                                                                        ￥6,019 

Beef Steak and Foie Gras with Truffle Sauce 

牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ 芳醇なソーストリュフ 

 
Canard challandais rôti avec laqué au miel et épices                                                                        ￥7,223 

Roasted Challans Duck with Honey and Spice Sauce 

シャラン産・鴨胸肉と下仁田ねぎのロティ 蜂蜜とスパイスのラッケ 

トリュフと熟成コンテのポムフォンダント 

 
デザート / Desserts / Dessert  
Mousse au fromage blanc et soupe aux airelle avec glace vanille                                                ￥1,482 

Fromage-blanc Mousse and Cranberry Soup with Vanilla Ice Cream 

フロマージュブランの軽いムース 

クランベリーのスープとヴァニラアイス 

 
Assortiment de sorbet et glace                                                                                                      ￥1,482 

Assorted Sherbet and Ice Cream 

アイスクリームとソルベのアソート 

 
Mousse au caramel en chocolat noir et glace aux truffe                                                               ￥1,667 

Caramel Mousse in Bitter Chocolate and Truffle Ice Cream 

キャラメルムースを閉じ込めたビターショコラのディスク 

トリュフのアイスクリーム 

 
Plateau de fromages                                                                                                                                                        ￥1,852 

Cheese Platter 

フロマージュ 
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