
Vv.lab 

〈お魚〉 

とろとろウニのスクランブルエッグ ￥1,500 

柑橘薫る鯵のマリネとライムメロン（トスカーナ）のサラダ￥1,280  

低温調理したヤナギタコのサラダ仕立て ￥800 

小エビと九条ネギのお好み風 柚子胡椒の香り ￥700 

自家製からすみ ￥1,800 

オマール海老と明石の真鯛のパイ焼き ￥1,800 

天然生本マグロ 大トロとアボカドのサラダ ￥1,500  

チャングロ 大：￥1,800 小：￥900 

北海道産つぶ貝とマッシュルームのエスカルゴ風 ￥1,280 

鮎とフォアグラのテリーヌ サマートリュフかけ ￥1,200 

〈お肉〉 

鹿児島産黒豚のリエット ￥６００ 

フォアグラのフラン ￥1,000 

皮目をパリッと焼いた、鶏モモ肉の香草風味 ￥1,400 

自家製黒毛和牛モモ肉の生ハム仕立て ￥2,000 

ネロ・パルマ（生ハム） と季節のフルーツ ￥2,000 

砂肝とハツのアッシ・パルマンティエ ￥1,280 

テット・ド・フロマージュ ラビゴットソースのせ ￥1,200 

仙台牛Ａ５ランク ザブトンのソテー ¥4,800 

 

 

 

 

〈お野菜〉 

自家製ピクルス ￥480 

自家菜園の枝豆のコロッケ ビールのアイスクリーム添え ￥650  

いろいろなお野菜のトマト煮 クミンの香り ￥500  

自家菜園のあいこのマリネ ￥500 

自家燻製した、里芋と黒トリュフのテリーヌ ￥1,200  

Ｖｖ定番！！玉葱のキッシュ ￥700  

じっくり炒めた、１０種のキノコ サマートリュフかけ ￥880  

自家菜園フレッシュ・トマトとバジルのブルスケッタ （２枚） ￥500 

栗カボチャのアラビアータソース煮 ￥480  

ブルーチーズ入りポテトサラダ ￥680 

トウモロコシ（未来種）のエスプーマ  ￥500 

スパイス薫る、有機人参とオレンジのサラダ ￥500 

自家製セミドライトマト ￥500  

ザジキ（ギリシャヨーグルトとキュウリ、ハーブ） ￥600 

 

〈スープ〉 

コーンスープ ￥650 

野菜たっぷりガスパチョ ￥650 

 

 

 

〈お魚〉 

とろとろウニのスクランブルエッグ ￥1,500 

ピキージョのバカラオ詰め ソース・ピメントン ￥1,200 

低温調理した、ヤナギタコとネクタリンのセビーチェ ￥800 

軽くスモークした鯖のマリネ  ￥900 

和歌山産鮎とフォアグラのテリーヌ ￥800 

北海道産イタヤ貝のエスカベッシェ ￥880 

小エビと九条ネギのお好み風 柚子胡椒の香り ￥700 

自家製からすみ ￥1,800 

オマール海老と明石の真鯛のパイ焼き ￥1,800 

天然生本マグロ中とろ 香草風味 タプナード添え ￥1,500  

チャングロ 大：￥1,800 小：￥900 

北海道産つぶ貝とマッシュルームのエスカルゴ風 ￥1,280 

オシェトラキャビア ￥7,000 

〈お肉〉 

鹿児島産黒豚のリエット ￥６００ 

フォアグラのフラン ￥1,200 

自家製黒毛和牛モモ肉の生ハム仕立て ￥2,000 

ネロ・パルマ（生ハム） と季節のフルーツ ￥2,000 

仙台牛Ａ５ランク ザブトンのソテー ¥4,800 

ビュルゴ家シャラン鴨胸肉のロースト ¥6,800 

〈お野菜〉 

自家製ピクルス ￥480 

自家菜園の枝豆のコロッケ ビールのアイスクリーム添え ￥650 

大根のパンケーキ シェーブルチーズと生ハムをのせて ￥650  

いろいろなお野菜のトマト煮 クミンの香り ￥500  

自家菜園のアイコのマリネ ￥500 

自家燻製した、里芋と黒トリュフのテリーヌ ￥1,200  

じっくり炒めた、１０種のキノコ サマートリュフかけ ￥880  

栗カボチャのアラビアータソース煮 ￥480  

スパイス薫る、有機人参とオレンジのサラダ ￥500 

自家製セミドライトマト ￥500  

ロケットキャベツのマリネ オレガノ風味 ￥500 

ザジキ（ギリシャヨーグルトとキュウリ、ハーブ） ￥600 

 

〈スープ〉 

野菜たっぷりガスパチョ ￥650 
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自家菜園のあいこのマリネ ￥500 

自家燻製した、里芋と黒トリュフのテリーヌ ￥1,200  

Ｖｖ定番！！玉葱のキッシュ ￥700  

じっくり炒めた、１０種のキノコ サマートリュフかけ ￥880  

自家菜園フレッシュ・トマトとバジルのブルスケッタ （２枚） ￥500 

栗カボチャのアラビアータソース煮 ￥480  

ブルーチーズ入りポテトサラダ ￥680 

トウモロコシ（未来種）のエスプーマ  ￥500 

スパイス薫る、有機人参とオレンジのサラダ ￥500 

自家製セミドライトマト ￥500  

ザジキ（ギリシャヨーグルトとキュウリ、ハーブ） ￥600 

 

〈スープ〉 

コーンスープ ￥650 

野菜たっぷりガスパチョ ￥650 

 

 

 

〈ワイン〉 

グラスシャンパーニュ ￥１,５００ 

グラススパークリング ￥700 

グラスワイン ￥900～ 

２時間制のワイン飲み放題 ￥2,500 

ワインは、ボトルでもご注文いただけます。￥3,000～ 

 

〈スペシャルティー〉 ～ロイヤルブルーティー～ 

The Uji ～京都宇治碾茶～ Glass:￥2,000 / Bottle：\8,000 

碾茶とは、抹茶の原料。茶の樹を日光から遮って育てた茶葉を熱風でパリパリにしたもの 

とっておきの一服をどうぞ 

Queen of Blue Grande～東洋美人～Glass:￥2,000 / Bottle：\8,000 

お茶の樹婦人とよ言われるバランスのいい青茶。果実や蜂蜜のような甘い香りと柔らかな味わい 

渋みが少なく、どんな食事にも相性がいい。 

Fall in Love Grande ～凍頂茶～Glass:￥2,000 / Bottle：\8,000 

緑茶に近い味わいながら、白ワインのような印象。甘味と渋味が程よく調和し魚によく合います。 

Real Honey Deluxe ～木柵正叢鉄観音茶～ 

Glass:￥2,000 / Bottle：\8,000 

琥珀のような深く艶やかな色。完熟した果実を思わせる芳醇な蜜香、チョコレートを思わせるような 

渋味。赤ワインのようにお肉料理との相性がいい。 

 

 

料金表示は、税サ別、アミューズ代￥５００を頂戴致します。 

 

 

 

〈パスタ〉 ２人前 120ｇ 大盛＋￥４００ 生パスタ＋￥２００ 

オイルベース 

・自家製からすみ ￥2,800 

・酸味のある、キャベツとアンチョビ ￥1,600 

・ウニ ￥3,200 

トマトベース 

・アラビアータ ￥1,400 

・プッタネスカ ￥1,400 

クリームベース 

・ブルーチーズ ￥2,100 

・１０種のキノコ トリュフ ￥2,600 

本日のスペシャル 

スタッフまでお尋ねください。 

 

〈チーズ〉 

HISADAのチーズ ￥ 800～ 

 

〈デザート〉 

ローズマリー風味のアイスクリームと 

パッションフルーツのブリュレ仕立て ￥950 

 


