
 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 

食前のアミューズ 

 
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 

キャヴィアの菜園仕立て 

 
Potage froid à l’oignon doux / Chilled Sweet Onion Soup 

新玉葱の冷たいポタージュ 

マシア農園のオリーヴオイル 

 
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エキューム 

 
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 

 
Blanc-manger et gelée de pêche avec glace aux amande 

Blancmange and Peach Jelly with Almond Ice Cream 

白桃のジュレとローズのブランマンジェ 

アーモンドのアイスクリーム 

 
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. 

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  
 

Été 
 

¥13,519 

 
Amuse-bouche / Small Appetizer 

食前のアミューズ 

 
Velouté de pêche avec caviar et crevette 

Peach Potage with Caviar and Prawn 

桃のヴルーテとキャヴィア 

シャンパンでポシェした車海老 

 
Congre et foie gras avec galette de maïs 

Conger and Foie Gras with Corn Pancake 

アナゴの炭火焼きとフォアグラ 

トウモロコシのパンケーキ 熟成バルサミコと山椒の香り 

 
Stromatée poêlé avec coulis d’avocat et aubergine 

Pan-fried MANAGATSUO Fish with Avocado and Eggplant Puree 

マナガツオのポワレ 焼茄子とアヴォカドのクーリ 

クレソンのエキューム 

 
Canard Challandais rôti avec porto réduire au cassis 

Roasted Challans Duck with Port Wine Sauce Cassis Flavor 

シャラン産鴨胸肉のロティ ヘーゼルナッツのプラリネ 

カシスとポルト酒のレデュクション 

 
Soufflé à l’orange au crème de coco à la vacherin 

Orange Soufflé and Coconut Cream Vacherin Style 

スフレオランジュとココナッツクリームのヴァシュラン仕立て 

マンゴーとライムのソルベ 

 
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 / Appetizers 
Velouté de pêche avec caviar et crevette                                                   ￥       4,445 

Peach Potage with Caviar and Prawn 

桃のヴルーテとキャヴィア シャンパンでポシェした車海老 
 

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 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 froid à l’oignon doux                                            ￥       1,667 

Chilled Sweet Onion Soup 

新玉葱の冷たいポタージュ マシア農園のオリーヴオイル 

 
魚介料理 / Les Poissons / Fish  
Congre et foie gras avec galette de maïs                                                                                            ￥      4,815 

Conger and Foie Gras with Corn Pancake 

アナゴの炭火焼きとフォアグラ 

トウモロコシのパンケーキ 熟成バルサミコと山椒の香り 
 

Stromatée poêlé avec coulis d’avocat et aubergine                                                                                                ￥        4,815 

Pan-fried MANAGATSUO Fish with Avocado and Eggplant Puree 

マナガツオのポワレ 焼茄子とアヴォカドのクーリ 

クレソンのエキューム 
 

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エキューム 
 

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

Bouillabaisse AZUR Style (Minimum two order) 

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 sauce au madère                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ￥4,445 

Beef Tenderloin Steak with Madeira Sauce 

牛フィレ肉のステーキ 季節野菜とマデラ酒のソース 

 
Canard Challandais rôti avec porto réduire au cassis                                                                              ￥6,019 

Roasted Challans Duck with Port Wine Sauce Cassis Flavor 

シャラン産鴨胸肉のロティ ヘーゼルナッツのプラリネ 

カシスとポルト酒のレデュクション  

 
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 芳醇なトリュフソース 

 
デザート / Desserts / Dessert  
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 

 
Blanc-manger et gelée de pêche avec glace aux amande                                                             ￥1,667 

Blancmange and Peach Jelly with Almond Ice Cream 

白桃のジュレとローズのブランマンジェ 

アーモンドのアイスクリーム  

 
Soufflé à l’orange au crème de coco à la vacherin                                                                                              ￥1,667 

Orange Soufflé and Coconut Cream Vacherin Style 

スフレオランジュとココナッツクリームのヴァシュラン仕立て 

マンゴーとライムのソルベ  

 
Plateau de fromages                                                                                                                                                          ￥1,852 

Cheese Platter 

フロマージュ 
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