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2018.12.26-2019.1.6

APPETIZERS、MAIN DISH、DESSERT より1 品 DRINK はカフェメニューから1 品

月替わりのおすすめコースです。Drinkはカフェメニューから1品お選びください。

野菜のアミューズ 白身魚のソテー土佐酢のソースと白菜のブレゼ添え

インカポテトと生ハムのグリーンスパゲティー 「タヤリンベルデ」

Draft Premium MALT'S
サントリープレミアムモルツ

800

Sparkling Wine
スパークリングワイン

1,000

Today's Wine（ Red・ White)
本日のワイン( 赤・白)

800

Champagne
シャンパーニュ

1,500

Dessert of the day
本日のパティシエ特製デザート

1,０00

Three kinds of ice Assorted
ボタニカルアイスクリーム 3種盛り合わせ

700

Premium tiramisu with organic coffee
オーガニックコーヒーの極上ティラミス

800

900

Fried potato (kechap, mayonnaise)
フライドポテト（ケチャップ・マヨネーズ）

600

Spanish ham
スペイン産生ハム

800

※２つのスタイルからお選びください。

Angus beef steakCaribbean Steakflitz, or
vegetable sauce and mashed potatoes

アンガスビーフのステーキ
カリビアンステーキフリッツ 又は、
ベジタブルソース＆マッシュポテト

鮮魚のカルパッチョ ケール クラッシュレモンのヴィネグレット

マグロとアボカド マイクロホワイトセロリのタルタル

スモークサーモンとリコッタチーズ 野菜のアサードサラダ

フォアグラとしいたけのパテ

牛すじとポロ葱 さつまいものサルタ風とろとろ煮込み「ロクロ」

本日のおすすめ前菜

ブラックアンガス牛サーロインステーキ カリビアンスタイル （限定１０食）

本日のお勧めお魚料理

本日のお勧めお肉料理

メカジキのグリル 焼きトマト ライム香る白ワインソース
国産鶏とグリルブロッコリー マニタリソース

本日のパティシエ特製デザート

ボタニカルアイスクリーム3 種盛り合わせ

オーガニックコーヒーの極上ティラミス

みやぎサーモンの炙りとほうれん草

トピナンブールのポタージュ トリュフの香り

グリルラムチョップ 赤ワインと粒マスタードのソース

人参と金柑のピュレ添え

下記デザートメニュー内よりお選び下さい

Terrine of colorfl red ball
Citrus with zabaione色鮮やかな紅玉のテリーヌ シトラスのザバイオーネ添え

Inca potato and raw ham's green spaghetti
"Tayarin Verde"

インカポテトと生ハムのグリーンスパゲティー
「タヤリンベルデ」

Smoked salmon ,Ricotta cheese, vegetable assard salad
スモークサーモンとリコッタチーズ

野菜のアサードサラダ

Jerk chicken and tomato,cheddar cheese 
carrib sandwich

ジャークチキンとトマト チェダーチーズの
カリブサンドイッチ

Grilled Swordfish, grilled tomato and lime fragrant 
white wine sauce

メカジキのグリル 焼きトマト ライム香る白ワインソース

Grilled chickenwith broccoli ,mushroom 
, manitari sauce

国産鶏とグリルブロッコリー マニタリソース
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2019.1.７-1.13

APPETIZERS、MAIN DISH、DESSERT より1 品 DRINK はカフェメニューから1 品

月替わりのおすすめコースです。Drinkはカフェメニューから1品お選びください。

野菜のアミューズ 白身魚のソテー土佐酢のソースと白菜のブレゼ添え

四川青山椒香る焼きシラスのボンゴレビアンコ

Draft Premium MALT'S
サントリープレミアムモルツ

800

Sparkling Wine
スパークリングワイン

1,000

Today's Wine（ Red・ White)
本日のワイン( 赤・白)

800

Champagne
シャンパーニュ

1,500

Dessert of the day
本日のパティシエ特製デザート

1,０00

Three kinds of ice Assorted
ボタニカルアイスクリーム 3種盛り合わせ

700

Premium tiramisu with organic coffee
オーガニックコーヒーの極上ティラミス

800

900

Fried potato (kechap, mayonnaise)
フライドポテト（ケチャップ・マヨネーズ）

600

Spanish ham
スペイン産生ハム

８00

※２つのスタイルからお選びください。

Angus beef steakCaribbean Steakflitz, or
vegetable sauce and mashed potatoes

アンガスビーフのステーキ
カリビアンステーキフリッツ 又は、
ベジタブルソース＆マッシュポテト

鮮魚のカルパッチョ ケール クラッシュレモンのヴィネグレット

マグロとアボカド マイクロホワイトセロリのタルタル

スモークサーモンとフェタチーズ 野菜のアサードサラダ

フォアグラとしいたけのパテ

牛すじとポロ葱 さつまいものサルタ風とろとろ煮込み「ロクロ」

本日のおすすめ前菜

ブラックアンガス牛サーロインステーキ カリビアンスタイル （限定１０食）

本日のお勧めお魚料理

本日のお勧めお肉料理

白身魚のグリルキノコクリームソース
もち豚のグリル シーズニングとレモン

本日のパティシエ特製デザート

ボタニカルアイスクリーム3 種盛り合わせ

オーガニックコーヒーの極上ティラミス

みやぎサーモンの炙りとほうれん草

トピナンブールのポタージュ トリュフの香り

仔羊背肉のロースト 赤ワインと粒マスタードのソース

人参と金柑のピュレ添え

下記デザートメニュー内よりお選び下さい

Terrine of colorful red ball
Citrus with zabaione
色鮮やかな紅玉のテリーヌ シトラスのザバイオーネ添え

Shirasu vongole bianco’ with Japanese pepper
四川青山椒香る焼きシラスのボンゴレビアンコ

Smoked salmon and feta cheese,
vegetable assard salad

スモークサーモンとフェタチーズ
野菜のアサードサラダ

Lea perrins chicken baqet sandwich
リーペリンチキンのバケットサンド シラチャーソース

Grilled white fish with cream mushroom sauce
白身魚のグリル キノコクリームソース

Grilled pork  seasoning and lemon 

もち豚のグリル シーズニングとレモン



MAIN :

MAIN :

MAIN :

MAIN :

MAIN :

MAIN :

2019.1.14-1.16

APPETIZERS、MAIN DISH、DESSERT より1 品 DRINK はカフェメニューから1 品

月替わりのおすすめコースです。Drinkはカフェメニューから1品お選びください。

野菜のアミューズ 白身魚のソテー土佐酢のソースと白菜のブレゼ添え

スパイシーベーコンとオリーブ モッツアレラチーズのトマトスパゲッティー

Draft Premium MALT'S
サントリープレミアムモルツ

800

Sparkling Wine
スパークリングワイン

1,000

Today's Wine（ Red・ White)
本日のワイン( 赤・白)

800

Champagne
シャンパーニュ

1,500

Dessert of the day
本日のパティシエ特製デザート

1,０00

Three kinds of ice Assorted
ボタニカルアイスクリーム 3種盛り合わせ

700

Premium tiramisu with organic coffee
オーガニックコーヒーの極上ティラミス

800

900

Fried potato (kechap, mayonnaise)
フライドポテト（ケチャップ・マヨネーズ）

600

Spanish ham
スペイン産生ハム

８00

※２つのスタイルからお選びください。

Angus beef steakCaribbean Steakflitz, or
vegetable sauce and mashed potatoes

アンガスビーフのステーキ
カリビアンステーキフリッツ 又は、
ベジタブルソース＆マッシュポテト

鮮魚のカルパッチョ ケール クラッシュレモンのヴィネグレット

マグロとアボカド マイクロホワイトセロリのタルタル

ケイジャングリルビーフとベルビアンポテト クレソンサラダ

フォアグラとしいたけのパテ

牛すじとポロ葱 さつまいものサルタ風とろとろ煮込み「ロクロ」

本日のおすすめ前菜

ブラックアンガス牛サーロインステーキ カリビアンスタイル （限定１０食）

本日のお勧めお魚料理

本日のお勧めお肉料理

メカジキのグリル カブのロースト添え
若鳥のタンドリーチキン じゃがいものローストとスイートチリソース

本日のパティシエ特製デザート

ボタニカルアイスクリーム3 種盛り合わせ

オーガニックコーヒーの極上ティラミス

みやぎサーモンの炙りとほうれん草

トピナンブールのポタージュ トリュフの香り

仔羊背肉のロースト 赤ワインと粒マスタードのソース

人参と金柑のピュレ添え

下記デザートメニュー内よりお選び下さい

Terrine of colorful red ball
Citrus with zabaione
色鮮やかな紅玉のテリーヌ シトラスのザバイオーネ添え

Spicy bacon and olives, mozzarella tomato spaghetti

スパイシーベーコンとオリーブ
モッツアレラチーズのトマトスパゲッティー

Cajun roast beef Perubian potato, 
salad with watercress

ケイジャングリルビーフとベルビアンポテト
クレソンサラダ

"Pan · Con · Chicharon" Pork belly sweet potato
Peruvian sandwich of red onion

「パン・コン・チチャロン」豚バラ さつまいも
赤玉葱のペルー風サンドイッチ

Grilled swordfish with turnip roast

メカジキのグリル カブのロースト添え

Juvenile chicken tandoori chicken
with  roasted potatoes Sweet chili sauce

若鳥のタンドリーチキン じゃがいものローストと
スイートチリソース
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2019.1.21-1.27

APPETIZERS、MAIN DISH、DESSERT より1 品 DRINK はカフェメニューから1 品

月替わりのおすすめコースです。Drinkはカフェメニューから1品お選びください。

野菜のアミューズ 白身魚のソテー土佐酢のソースと白菜のブレゼ添え

あさりと産直野菜の花のボンゴレビアンコ コリアンダー ボッタルガの香り

Draft Premium MALT'S
サントリープレミアムモルツ

800

Sparkling Wine
スパークリングワイン

1,000

Today's Wine（ Red・ White)
本日のワイン( 赤・白)

800

Champagne
シャンパーニュ

1,500

Dessert of the day
本日のパティシエ特製デザート

1,０00

Three kinds of ice Assorted
ボタニカルアイスクリーム 3種盛り合わせ

700

Premium tiramisu with organic coffee
オーガニックコーヒーの極上ティラミス

800

900

Fried potato (kechap, mayonnaise)
フライドポテト（ケチャップ・マヨネーズ）

600

Spanish ham
スペイン産生ハム

800

※２つのスタイルからお選びください。

Angus beef steakCaribbean Steakflitz, or
vegetable sauce and mashed potatoes

アンガスビーフのステーキ
カリビアンステーキフリッツ 又は、
ベジタブルソース＆マッシュポテト

鮮魚のカルパッチョ ケール クラッシュレモンのヴィネグレット

マグロとアボカド マイクロホワイトセロリのタルタル

ロメインレタス 厚切りベーコン フライドエッグのホットサラダ

フォアグラとしいたけのパテ

牛すじとポロ葱 さつまいものサルタ風とろとろ煮込み「ロクロ」

本日のおすすめ前菜

ブラックアンガス牛サーロインステーキ カリビアンスタイル （限定１０食）

本日のお勧めお魚料理

本日のお勧めお肉料理

白身魚のポワレ グレープフルーツの白ワインソース
ハーブ三元豚のグリル 椎茸とほうれん草 マッシュルームソース

本日のパティシエ特製デザート

ボタニカルアイスクリーム3 種盛り合わせ

オーガニックコーヒーの極上ティラミス

みやぎサーモンの炙りとほうれん草

トピナンブールのポタージュ トリュフの香り

仔羊背肉のロースト 赤ワインと粒マスタードのソース

人参と金柑のピュレ添え

下記デザートメニュー内よりお選び下さい

Terrine of colorful red ball
Citrus with zabaione
色鮮やかな紅玉のテリーヌ シトラスのザバイオーネ添え

‘Clams and canola flower vongole bianco’
with coriander, botargo
あさりと産直野菜の花のボンゴレビアンコ

コリアンダー ボッタルガの香り

Romaine lettuce, thick cutting bacon,
Fried egg hot salad

ロメインレタス 厚切りベーコン
フライドエッグのホットサラダ

Spicy chicken and avocado tortilla rol

スパイシーチキンとアボカドトルティーヤサンドイッチ

Fish poiré grapefruit white wine sauce

白身魚のポワレ グレープフルーツの白ワインソース

Grilled herb pork 
with  spinach  mushroom sauce

ハーブ三元豚のグリル
椎茸とほうれん草 マッシュルームソース
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2019.1.28-2.3

APPETIZERS、MAIN DISH、DESSERT より1 品 DRINK はカフェメニューから1 品

月替わりのおすすめコースです。Drinkはカフェメニューから1品お選びください。

野菜のアミューズ 白身魚のソテー土佐酢のソースと白菜のブレゼ添え

スモークサーモンスピナッチのイエロークリーム「タリアテッレ」

Draft Premium MALT'S
サントリープレミアムモルツ

800

Sparkling Wine
スパークリングワイン

1,000

Today's Wine（ Red・ White)
本日のワイン( 赤・白)

800

Champagne
シャンパーニュ

1,500

Dessert of the day
本日のパティシエ特製デザート

1,０00

Three kinds of ice Assorted
ボタニカルアイスクリーム 3種盛り合わせ

700

Premium tiramisu with organic coffee
オーガニックコーヒーの極上ティラミス

800

900

Fried potato (kechap, mayonnaise)
フライドポテト（ケチャップ・マヨネーズ）

600

Spanish ham
スペイン産生ハム

８00

※２つのスタイルからお選びください。

Angus beef steakCaribbean Steakflitz, or
vegetable sauce and mashed potatoes

アンガスビーフのステーキ
カリビアンステーキフリッツ 又は、
ベジタブルソース＆マッシュポテト

鮮魚のカルパッチョ ケール クラッシュレモンのヴィネグレット

マグロとアボカド マイクロホワイトセロリのタルタル

チリコンカンとアサード野菜のメキシカンサラダ

フォアグラとしいたけのパテ

牛すじとポロ葱 さつまいものサルタ風とろとろ煮込み「ロクロ」

本日のおすすめ前菜

ブラックアンガス牛サーロインステーキ カリビアンスタイル （限定１０食）

本日のお勧めお魚料理

本日のお勧めお肉料理

香ばしく焼いた鱈のニューイングランドクラムチャウダー
骨付き鶏ももの香草パン粉焼き ケッパーとトマトのソース

本日のパティシエ特製デザート

ボタニカルアイスクリーム3 種盛り合わせ

オーガニックコーヒーの極上ティラミス

みやぎサーモンの炙りとほうれん草

トピナンブールのポタージュ トリュフの香り

仔羊背肉のロースト 赤ワインと粒マスタードのソース

人参と金柑のピュレ添え

下記デザートメニュー内よりお選び下さい

Terrine of colorful red ball
Citrus with zabaione
色鮮やかな紅玉のテリーヌ シトラスのザバイオーネ添え

Smoked salmon spinach , yellow cream ‘Tagliatelle
スモークサーモンスピナッチのイエロークリーム

「タリアテッレ」

Chili con carne and grilled vegetable salad

チリコンカンとアサード野菜のメキシカンサラダ

Roast pork sandwich
ローストポークのサンドイッチ

Baked salmon's New England clam chowder

香ばしく焼いた鱈のニューイングランドクラムチャウダー

Grilled Bone-chicken thigh meat herbs with bread crumb
Capper and tomato sauce

骨付き鶏ももの香草パン粉焼き
ケッパーとトマトのソース


