
〒〒〒〒215215215215----0004000400040004    

神奈川県川崎市麻生区神奈川県川崎市麻生区神奈川県川崎市麻生区神奈川県川崎市麻生区    

万福寺万福寺万福寺万福寺4444----8888----4444ペルナペルナペルナペルナ1111ＦＦＦＦ    

    

定休日定休日定休日定休日：：：：毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日&&&&第第第第３３３３月曜日月曜日月曜日月曜日        

祝日祝日祝日祝日のののの場合場合場合場合はははは営業翌日休営業翌日休営業翌日休営業翌日休みみみみ    

現在現在現在現在、、、、平日平日平日平日ののののディナーディナーディナーディナーのみのみのみのみ休業休業休業休業    

（（（（予約予約予約予約8888名様以上受付名様以上受付名様以上受付名様以上受付））））    

            

                                                                                                    

専用駐車場専用駐車場専用駐車場専用駐車場：：：：２２２２台台台台    

（（（（平日平日平日平日ランチランチランチランチのみのみのみのみ2222台台台台））））    

    

    

近隣駐車場近隣駐車場近隣駐車場近隣駐車場：：：：    

小田急小田急小田急小田急ＯＸＯＸＯＸＯＸ万福寺店万福寺店万福寺店万福寺店のののの駐車場駐車場駐車場駐車場    

おおおお食事食事食事食事4000400040004000円以上円以上円以上円以上でででで１１１１時間時間時間時間キャッキャッキャッキャッ

シュバックシュバックシュバックシュバック！！！！    

LUNCHLUNCHLUNCHLUNCH    
 

メニューメニューメニューメニューＡＡＡＡ1800180018001800円円円円（（（（税込税込税込税込))))    

スープスープスープスープ1111品 魚品 魚品 魚品 魚かかかか肉肉肉肉1111品 品 品 品 デザートデザートデザートデザート1111品品品品    

    

メニューメニューメニューメニューＢＢＢＢ    2400240024002400円円円円（（（（税込税込税込税込))))    

前菜前菜前菜前菜1111品 魚品 魚品 魚品 魚かかかか肉肉肉肉1111品 品 品 品 デザートデザートデザートデザート1111品品品品    

    

メニューメニューメニューメニューＣＣＣＣ    3300330033003300円円円円（（（（税込税込税込税込))))    

前菜前菜前菜前菜2222品 魚品 魚品 魚品 魚かかかか肉肉肉肉1111品 品 品 品 デザートデザートデザートデザート1111品品品品    

    

メニューメニューメニューメニューＤＤＤＤ    3800380038003800円円円円（（（（税込税込税込税込））））    

前菜前菜前菜前菜1111品 魚品 魚品 魚品 魚1111品 肉品 肉品 肉品 肉1111品 品 品 品 デザートデザートデザートデザート1111品品品品    

    

メニューメニューメニューメニューＥＥＥＥ    4800480048004800円円円円（（（（税込税込税込税込））））    

前菜前菜前菜前菜2222品 魚品 魚品 魚品 魚1111品 肉品 肉品 肉品 肉1111品 品 品 品 デザートデザートデザートデザート1111品品品品    

DINNERDINNERDINNERDINNER    
    

    
    

    

    

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ    

Tel: 044-955-8604 
http:/www.cedo.jp/ 

 

（（（（HPHPHPHPにてにてにてにて新新新新しいしいしいしい情報更新情報更新情報更新情報更新））））    

OPEN TIMEOPEN TIMEOPEN TIMEOPEN TIME：：：：    

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH   11:30  11:30  11:30  11:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

（（（（14:3014:3014:3014:30    Last orderLast orderLast orderLast order))))    

DINNER DINNER DINNER DINNER  17:30 17:30 17:30 17:30～～～～22:0022:0022:0022:00    

 (21:30 (21:30 (21:30 (21:30    Last orderLast orderLast orderLast order))))    

＜ＭＡＰ＞＜ＭＡＰ＞＜ＭＡＰ＞＜ＭＡＰ＞    

カジュアルフレンチレストランカジュアルフレンチレストランカジュアルフレンチレストランカジュアルフレンチレストラン    

＜＜＜＜Menu d’été  夏夏夏夏メニューメニューメニューメニュー！＞！＞！＞！＞    

    

夏夏夏夏にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい涼涼涼涼しげなしげなしげなしげな品品品品をををを用意用意用意用意しましたしましたしましたしました！！！！    

丹精込丹精込丹精込丹精込めためためためた料理料理料理料理をごをごをごをご堪能堪能堪能堪能くださいませくださいませくださいませくださいませ！！！！！！！！    

 

平日平日平日平日はははは、、、、休業中休業中休業中休業中    

但但但但しししし、、、、8888名様以上名様以上名様以上名様以上はははは受付受付受付受付    

    

週末祝日週末祝日週末祝日週末祝日はははは通常営業通常営業通常営業通常営業    

おおおお得得得得！！！！    

ただただただただ今今今今！！！！ランチランチランチランチ価格価格価格価格でででで    

ごごごご提供中提供中提供中提供中！！！！    

＜＜＜＜おおおお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞    

    

７７７７/16/16/16/16（（（（月月月月））））→→→→通常営業通常営業通常営業通常営業    

7/187/187/187/18（（（（水水水水））））→→→→16161616日日日日のののの代休代休代休代休    

7/197/197/197/19（（（（木木木木））））→→→→臨時休業臨時休業臨時休業臨時休業    

    

夏季休業夏季休業夏季休業夏季休業    

8/138/138/138/13～～～～20202020    までまでまでまで    

＜＜＜＜小小小小さなおさなおさなおさなお子様連子様連子様連子様連れれれれ歓迎歓迎歓迎歓迎！＞！＞！＞！＞    

ぜひぜひぜひぜひ！！！！全全全全てててて手手手手づくりのづくりのづくりのづくりの料理料理料理料理をををを

「「「「食育食育食育食育」」」」のののの一環一環一環一環としてごとしてごとしてごとしてご利用利用利用利用くくくく

ださいませださいませださいませださいませ！！！！    

騒騒騒騒がれることをごがれることをごがれることをごがれることをご心配心配心配心配なおなおなおなお客様客様客様客様

はははは店先店先店先店先ののののテラステラステラステラスでででで遊遊遊遊ばせることばせることばせることばせること

もももも可能可能可能可能ですですですです    

おおおお子様子様子様子様メニューメニューメニューメニュー    ：：：：1350135013501350円円円円        

スープスープスープスープ＆＆＆＆鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉ととととハムハムハムハム、、、、チーズチーズチーズチーズののののカカカカ

ツレツツレツツレツツレツ    アイスクリームアイスクリームアイスクリームアイスクリーム    

Entrées    前菜前菜前菜前菜     
Escargot BourgogneEscargot BourgogneEscargot BourgogneEscargot Bourgogne（＋（＋（＋（＋400yen400yen400yen400yen））））    

当店人気当店人気当店人気当店人気！！！！フランスフランスフランスフランス産産産産エスカルゴエスカルゴエスカルゴエスカルゴののののパセリバターパセリバターパセリバターパセリバター焼焼焼焼きききき6666個個個個((((＋＋＋＋400400400400円円円円))))    

Marinée de sardine Marinée de sardine Marinée de sardine Marinée de sardine     

季節季節季節季節！！！！ひしこいわしのひしこいわしのひしこいわしのひしこいわしのオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルののののマリネマリネマリネマリネ、、、、トマトトマトトマトトマトととととガーリックガーリックガーリックガーリック風風風風 

Saumon marinée avec saladeSaumon marinée avec saladeSaumon marinée avec saladeSaumon marinée avec salade    

香草香草香草香草でででで漬漬漬漬けたけたけたけた自家製自家製自家製自家製ノルウェーノルウェーノルウェーノルウェー産産産産サーモンマリネサーモンマリネサーモンマリネサーモンマリネ    フランスフランスフランスフランス産産産産バジルバジルバジルバジル

シャーベットシャーベットシャーベットシャーベット添添添添ええええ 

Pate de campagnePate de campagnePate de campagnePate de campagne 
フランスフランスフランスフランス田舎風田舎風田舎風田舎風    パテドカンパーニュパテドカンパーニュパテドカンパーニュパテドカンパーニュ（（（（豚肉豚肉豚肉豚肉ののののパテパテパテパテ））））サラダサラダサラダサラダ添添添添ええええ 

GelGelGelGeléeéeéeée de tomato avec harb de tomato avec harb de tomato avec harb de tomato avec harb    
爽爽爽爽やかやかやかやか！！！！完熟完熟完熟完熟トマトトマトトマトトマトととととハーブハーブハーブハーブののののゼリーゼリーゼリーゼリー寄寄寄寄せせせせ    海老添海老添海老添海老添ええええ    

Poissons    魚魚魚魚    

Dorade sauter avec sauce d’orangeDorade sauter avec sauce d’orangeDorade sauter avec sauce d’orangeDorade sauter avec sauce d’orange 

もっちりもっちりもっちりもっちり！！！！帆立帆立帆立帆立ととととズッキーニズッキーニズッキーニズッキーニののののソテーソテーソテーソテー    オレンジオレンジオレンジオレンジののののソースソースソースソース     

Mille fille  d’avocat et crabeMille fille  d’avocat et crabeMille fille  d’avocat et crabeMille fille  d’avocat et crabe    

アボカドアボカドアボカドアボカドととととトマトトマトトマトトマト、、、、蟹蟹蟹蟹、、、、海老海老海老海老ののののミルフィーユミルフィーユミルフィーユミルフィーユ仕立仕立仕立仕立てててて    ムールムールムールムール貝添貝添貝添貝添ええええ    

    Viandes    肉肉肉肉     

Poulet avec confit citronPoulet avec confit citronPoulet avec confit citronPoulet avec confit citron    

やわらかいやわらかいやわらかいやわらかい国産森林鶏肉国産森林鶏肉国産森林鶏肉国産森林鶏肉ののののソテーソテーソテーソテー    オリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイル、、、、白白白白ワインワインワインワイン、、、、    

レモンコンフィソースレモンコンフィソースレモンコンフィソースレモンコンフィソース     

Porc et herbe avec sauce de creamPorc et herbe avec sauce de creamPorc et herbe avec sauce de creamPorc et herbe avec sauce de cream    

豚豚豚豚ヒレヒレヒレヒレ肉肉肉肉ととととハーブハーブハーブハーブののののソテーソテーソテーソテー    クリームソースクリームソースクリームソースクリームソース    

Desserts     デザートデザートデザートデザート     

ＣＣＣＣrème brûlée Amelierème brûlée Amelierème brûlée Amelierème brûlée Amelie    

オススメオススメオススメオススメ！！！！毎朝作毎朝作毎朝作毎朝作りたてりたてりたてりたて！！！！映画映画映画映画「「「「アメリアメリアメリアメリ」」」」のののの濃厚濃厚濃厚濃厚クレームブリュレクレームブリュレクレームブリュレクレームブリュレ     

Gelée dGelée dGelée dGelée d’’’’orange et framboiseorange et framboiseorange et framboiseorange et framboise    

爽爽爽爽やかやかやかやか！！！！果肉果肉果肉果肉オレンジオレンジオレンジオレンジととととフランボワーズフランボワーズフランボワーズフランボワーズののののゼリーゼリーゼリーゼリー 

Assortiment de glaces et sorbets belgesAssortiment de glaces et sorbets belgesAssortiment de glaces et sorbets belgesAssortiment de glaces et sorbets belges    

直輸入直輸入直輸入直輸入！！！！ベルギーベルギーベルギーベルギー産産産産３３３３種類種類種類種類アイスクリームアイスクリームアイスクリームアイスクリームのののの盛盛盛盛りりりり合合合合わせ わせ わせ わせ     


