
 

 

Menu Egoist 
￥6,500 

 

 
Amuse 

＊ 

前菜 / Appetizer 
Homemade rabbit ham with Salad “Gargouille” 

スペシャリテ ラパンハムのサラダガルグイユ 

＊ 

前菜 / Appetizer 
Carpaccio of the day with Champagne vinegar sauce. 

本⽇鮮⿂のカルパッチョ シャンパンビネガーソース 

＊ 

前菜 / Appetizer 
Venison from Honshu with Curry and Rice. 

本州⿅のオムカレー 

⼜は 
Lamb Dandan Noodles plus ¥500 

冷製仔⽺タンタン麺（＋¥500） 

＊ 

メインデッシュ / Main dish 
Roasted Coatlet of Lamb Genghis Khan style. 

仔⽺コートレット ジンギスカン仕⽴て 

⼜は 

Japanese squid and Sea Bass Confit and Asparagus puree with Sauce made from Lobster. 
スルメイカとスズキのコンフィ アスパラガスのピュレとオマール海⽼のジュ 

⼜は 

Charcoal grilled Beef from Joshu, deep-fried Japanese mushroom “Maitake”with Double consomme sauce. plus ¥1,000 
上州⽜の炭⽕焼き 舞茸のフリット ダブルコンソメソース (＋￥1,000) 

⼜は 

Deep-fried one whole lobster with tartar, rich lobster sauce. plus ¥3,000 
丸ごとオマール海⽼フライ ツメのタルタルと濃厚なジュのソース（＋¥3,000） 

＊ 

デザート / Dessert 
Fresh Peach soup style. 

ももの不思議なスープ仕⽴て 
 
 



 

 

 

 

Menu Special 
￥10,000 

 

 

Amuse 

＊ 

前菜 / Appetizer 
Young Sweetfish mousse with Rhubarb “chaud-froid” style and salad. 

若鮎のムース ルヴァ―ブのショーフロワ仕⽴て キュウリとテットドモワンヌのサラダ 

＊ 

前菜 / Appetizer 
Mapo Tofu of Lamb. 

仔⽺マーボー⾖腐 

＊ 

⿂料理 / Fish dish 
Deep-fried one whole lobster with tartar, rich lobster sauce. 

丸ごとオマール海⽼フライ ツメのタルタルと濃厚なジュのソース 

＊ 

グラニテ / Granite 
Red herb granite. 

⾚いハーブのグラニテ 

＊ 

⾁料理  / Meat dish 
Summer Gibier Plate 
夏ジビエの⼀⽫ 

⼜は 
Charcoal grilled Beef from Joshu, deep-fried Japanese mushroom “Maitake”with Double consomme sauce.  

上州⽜の炭⽕焼き 舞茸のフリット ダブルコンソメソース 

＊ 

デザート / Dessert 
“Pêche Melba” réglisse style. 

ピーチメルバ レグリス⾵ 
 
 
 
 



アラカルト / à la carte 
 

前菜 / Appetizer 

 
鎌倉・三浦野菜のサラダガルグイユ     ￥1,800 
Salad” Gargouille” from Kamakura and Miura 
 
本⽇鮮⿂のカルパッチョ シャンパンビネガーソース    ￥1,800 
Carpaccio of the day with Champagne vinegar sauce. 

 

メインデッシュ / Main dish 

仔⽺コートレット ジンギスカン仕⽴て     ￥3,200 
Roasted cutlet of Lamb Genghis Khan style. 
 
スルメイカとスズキのコンフィ アスパラガスのピュレとオマール海⽼のジュ ￥2,800 
Japanese squid and Sea Bass Confit and Asparagus puree with Sauce made from Lobster. 
 
上州⽜の炭⽕焼き 舞茸のフリット ダブルコンソメソース   ￥3,800 
Charcoal grilled Beef from Joshu, deep-fried Japanese mushroom “Maitake” with Double consommé sauce. 
 
鴨ロースの炭⽕焼きクミン⾵味のキャロットピュレ ⼭椒⾚ワインソース ￥2,800 
Charcoal grilled duck breast and Cumin-flavored Carrot puree with Red Wine Sauce with Japanese pepper.  
 
フォアグラ⼊り和⽜ハンバーグ サマートリュフソース   ￥2,800 
Japanese beef hamburger with foie gras,  Summer truffle sauce.  

 

ご飯もの / Rice 

本州⿅のオムカレー       ￥1,500 
Venison from Honshu Curry and Rice. 
 
冷製仔⽺タンタン麺       ￥1,500 
Lamb Dandan Noodles  
 

デザート / Dessert 

ブルーコラーダ        ￥1,000 
Blue Colada. 
 
ももの不思議なスープ仕⽴て      ￥1,000 
Fresh Peach soup style. 
 
 

 
 

 

 

別途 消費税と 10％のサービス料を頂戴しております。 


