
Lagunaveil
Amuse-bouche

季節のアミューズ3種盛合せ
Amuse-bouche

Hors-d'oeuvre
蛍烏賊とアスパラのサラダ仕立て 新玉ねぎのムースと蕗味噌とともに

Firefly squid and green asparagus salad with new onion mousse

Poisson
鰆のポワレ うすい豆のソースとわかめのフリット

Pan-roasted Spanish mackerel with green peas sauce and fried sea weed

Viande
えびすもち豚のロティ 春キャベツのピュレと赤ワインソース

Roasted pork with spring cabbage puree and red wine sauce

Dessert
宇治抹茶のティラミス きな粉のグラス

“Uji-Matcha” Tiramisu and “Kinako” ice cream

Les petit four
小菓子

Petit fours

Le Café  ou le thé
コーヒー または 紅茶

Coffee or Tea 

￥4,620(￥5,082)

Premier

Amuse-bouche
季節のアミューズ５種盛合せ

Amuse-bouche

Hors-d'oeuvre
炙り鰆のサラダ仕立て うすい豆のグラス 酢橘の香り

Light-seared Spanish mackerel salad with green peas ice cream

Poisson
天然鱸のポワレと旬野菜 香草クリームソース

Pan-roasted sea bass with parsley cream sauce

Viande du Jour
仔羊のロティ エピス香るジュ ピスタチオマスタード

Roasted lamb loin with spice flavored jus and pistachio mustard 
または or

黒毛和牛のロティ ソースペリグー（￥2,200）
Roasted Japanese black beef with perigueux sauce

Avant dessert
あまおう苺のムースとアメーラトマトのソルベ

“Amaou” Strawberry mousse and “Amera” tomato sherbet 

Dessert
清見オレンジとはちみつレモンの一皿

“Kiyomi-Orange” , honey, and lemon

Les petit four
小菓子

Petit fours

Le Café ou le thé
コーヒー または 紅茶

Coffee or Tea

￥8,800（￥9,680）



食材などのアレルギーをお持ちのお客様は、予めスタッフへお申し付けください。
代わりの食材をご提案させていただきます。

Please let us know if you have an allergy as we may be able to take extra precautions 
when preparing your food or be able to adapt a dish to meet your specific requirements.

表示料金には税金が含まれております。別途サービス料10%が加算されます。
All prices are inclusive of government tax and subject to 10% service charge.

当店では国産のお米を使用しております。
We use Japanese grown rice.

Specialite
Amuse-bouche
ラタトゥイユ
Ratatouille

1er
炙り鰆のサラダ仕立て うすい豆のグラス 酢橘の香り

Light-seared Spanish mackerel salad with green peas ice cream

2em
新玉葱のムース 蛸とセロリのマリネ

New onion musse with marinated octopus and celery

3em
雲丹とキャビアのカペリーニ

Capellini with caviar and sea urchin

Poisson du Jour
本日の特選鮮魚の一皿

Today’s special fish dish

Viande du Jour
黒毛和牛のロティ ソースペリグー

Roasted Japanese black beef with perigueux sauce

Avant dessert
あまおう苺ムースとアメーラトマトのソルベ

“Amaou” Strawberry mousse and “Amera” tomato sherbet 

Dessert
清見オレンジとはちみつレモンの一皿

“Kiyomi-Orange” , honey, and lemon

Les petit four
小菓子とカフェ

Petit fours

￥17,800（￥19,360）
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