
 

    

    

 

 

Déjuner ランチランチランチランチ    ５０００５０００５０００５０００円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 
    

Assortiment de entréeAssortiment de entréeAssortiment de entréeAssortiment de entrée    前菜前菜前菜前菜のののの盛盛盛盛りりりり合合合合わせわせわせわせ    

Marinée de SaintMarinée de SaintMarinée de SaintMarinée de Saint----JacquesJacquesJacquesJacques    帆立貝帆立貝帆立貝帆立貝とゆずのとゆずのとゆずのとゆずのマリネマリネマリネマリネ    
Filet de Dorade Filet de Dorade Filet de Dorade Filet de Dorade avec avec avec avec sauce au safransauce au safransauce au safransauce au safran    真鯛真鯛真鯛真鯛ののののソテーソテーソテーソテー柑橘類柑橘類柑橘類柑橘類ソースソースソースソース    

Piece de Boeuf sauce perineumPiece de Boeuf sauce perineumPiece de Boeuf sauce perineumPiece de Boeuf sauce perineum    牛肉牛肉牛肉牛肉フィレフィレフィレフィレののののステーキステーキステーキステーキ        
Gâteau Gâteau Gâteau Gâteau de Noëlde Noëlde Noëlde Noël    クリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキ＆＆＆＆生生生生チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート    

Dîner  B  特選特選特選特選ディナーディナーディナーディナーＢＢＢＢ    １１０００１１０００１１０００１１０００円円円円（（（（税込税込税込税込) 
 

 

Assortiment de entréeAssortiment de entréeAssortiment de entréeAssortiment de entrée    前菜前菜前菜前菜のののの盛盛盛盛りりりり合合合合わせわせわせわせ    

Marinée de SaintMarinée de SaintMarinée de SaintMarinée de Saint----JacquesJacquesJacquesJacques    帆立貝帆立貝帆立貝帆立貝とゆずのとゆずのとゆずのとゆずのマリネマリネマリネマリネ    
Trilogie de fois fras:Terrine,Poele et ceam bruleeTrilogie de fois fras:Terrine,Poele et ceam bruleeTrilogie de fois fras:Terrine,Poele et ceam bruleeTrilogie de fois fras:Terrine,Poele et ceam brulee    

フォアグラフォアグラフォアグラフォアグラ３３３３種類種類種類種類ののののバリエーションバリエーションバリエーションバリエーション    ：：：：テリーヌテリーヌテリーヌテリーヌ、、、、ポワレポワレポワレポワレ、、、、ブリュレブリュレブリュレブリュレ    
Variation de HomardVariation de HomardVariation de HomardVariation de Homard : : : :    

スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル！！！！オマールオマールオマールオマール海老海老海老海老    

Granité Granité Granité Granité         レモンシャーベットレモンシャーベットレモンシャーベットレモンシャーベット    

Filet de Boeuf  et fois gras sauce portoFilet de Boeuf  et fois gras sauce portoFilet de Boeuf  et fois gras sauce portoFilet de Boeuf  et fois gras sauce porto    
        フランスフランスフランスフランス産産産産フォアグラフォアグラフォアグラフォアグラとととと牛肉牛肉牛肉牛肉フィレフィレフィレフィレののののステーキステーキステーキステーキ    ポルトポルトポルトポルト酒酒酒酒ソースソースソースソース    
                    GâteauGâteauGâteauGâteau de Noël de Noël de Noël de Noël        クリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキ＆＆＆＆生生生生チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート    

セドセドセドセド 

    

今年今年今年今年もももも素敵素敵素敵素敵なななな時間時間時間時間＆＆＆＆料理料理料理料理をごをごをごをご用意用意用意用意いたしましたいたしましたいたしましたいたしました！！！！    

ごごごご予約受付中予約受付中予約受付中予約受付中！！！！毎年人気毎年人気毎年人気毎年人気！！！！おおおお早早早早めにめにめにめに！！！！！！！！    

    

＜＜＜＜22222222日日日日（（（（土土土土））））23232323日日日日（（（（日日日日））））24242424日日日日（（（（月月月月））））クリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサート＞＞＞＞        

シンガーシンガーシンガーシンガー3333人人人人トリオトリオトリオトリオ<<<<Dears>Dears>Dears>Dears>によるによるによるによる素敵素敵素敵素敵なななな歌声歌声歌声歌声！！！！    

    

小小小小さなおさなおさなおさなお子様大歓迎子様大歓迎子様大歓迎子様大歓迎！！！！    おおおお子様子様子様子様クリスマスメニュークリスマスメニュークリスマスメニュークリスマスメニュー2000200020002000円円円円    

2012201220122012    Menu de Noël Menu de Noël Menu de Noël Menu de Noël     クリスマスメニュークリスマスメニュークリスマスメニュークリスマスメニュー    

Dîner A  ディナーディナーディナーディナーＡＡＡＡ    ８０００８０００８０００８０００円円円円（（（（税込税込税込税込)    ※※※※AB共共共共ににににランチランチランチランチ時時時時ににににオーダーオーダーオーダーオーダーOK! 
 

 

Assortiment de entréeAssortiment de entréeAssortiment de entréeAssortiment de entrée    前菜前菜前菜前菜のののの盛盛盛盛りりりり合合合合わせわせわせわせ    

Marinée de SaintMarinée de SaintMarinée de SaintMarinée de Saint----JacquesJacquesJacquesJacques    帆立貝帆立貝帆立貝帆立貝とゆずのとゆずのとゆずのとゆずのマリネマリネマリネマリネ    
Terrine de foie gras de canardTerrine de foie gras de canardTerrine de foie gras de canardTerrine de foie gras de canard    

フランスフランスフランスフランス産産産産フォアグラフォアグラフォアグラフォアグラののののテリーヌテリーヌテリーヌテリーヌ    
Nage de poisson et fruits de mer sauce au safranNage de poisson et fruits de mer sauce au safranNage de poisson et fruits de mer sauce au safranNage de poisson et fruits de mer sauce au safran    

魚介類魚介類魚介類魚介類たっぷりたっぷりたっぷりたっぷり！！！！ブイヤベースブイヤベースブイヤベースブイヤベース仕立仕立仕立仕立てててて    サフランソースサフランソースサフランソースサフランソース    
Filet de Boeuf  et fois gras sauce portoFilet de Boeuf  et fois gras sauce portoFilet de Boeuf  et fois gras sauce portoFilet de Boeuf  et fois gras sauce porto    

牛肉牛肉牛肉牛肉フィレフィレフィレフィレののののステーキステーキステーキステーキ    ポルトポルトポルトポルト酒酒酒酒ソースソースソースソース    
Gâteau Gâteau Gâteau Gâteau  de Noël de Noël de Noël de Noël        クリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキ＆＆＆＆生生生生チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート 

クリスマスメニュークリスマスメニュークリスマスメニュークリスマスメニュー日程日程日程日程    

    

12/2212/2212/2212/22、、、、23232323、、、、24242424（（（（日日日日））））    

クリスマスメニュークリスマスメニュークリスマスメニュークリスマスメニューのみのみのみのみ    

    

    

12/2512/2512/2512/25（（（（火火火火））））    

ランチランチランチランチ＆＆＆＆ディナーディナーディナーディナー    

通常特別通常特別通常特別通常特別メニューメニューメニューメニュー＆＆＆＆    

クリスマスメニュークリスマスメニュークリスマスメニュークリスマスメニュー    

年末年始営業予定年末年始営業予定年末年始営業予定年末年始営業予定    

    

12121212月月月月25252525日日日日（（（（火火火火））））営業営業営業営業    

    

12121212月月月月26262626日日日日（（（（水水水水））））    

25252525日日日日（（（（火火火火））））のののの代休代休代休代休    

    

12121212月月月月30303030日日日日（（（（日日日日））））    

臨時休業臨時休業臨時休業臨時休業    

    

12121212月月月月31313131日日日日（（（（月月月月））））        

おせちおせちおせちおせち渡渡渡渡しのためしのためしのためしのため休業休業休業休業    

    

    

1111月月月月1111日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～8888日日日日（（（（火火火火））））    

冬期休業冬期休業冬期休業冬期休業    

    

9999日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～通常営業通常営業通常営業通常営業    

 

 

大学時代に結成されたシンガートリオ！ 

高音、低音のステキなハーモニーの歌声が観客を魅了します 

        シンガートリオシンガートリオシンガートリオシンガートリオ＜Ｄ＜Ｄ＜Ｄ＜Ｄears>ears>ears>ears>        クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス歌歌歌歌ののののコンサートプレゼントコンサートプレゼントコンサートプレゼントコンサートプレゼント！！！！！！！！    

                        

    12121212月月月月22222222（（（（土土土土））））23232323日日日日（（（（日日日日））））24242424日日日日（（（（月月月月））））コンサートコンサートコンサートコンサート    時間時間時間時間：：：：19191919時時時時～～～～30303030分分分分ほどほどほどほど        

    

 Dears Dears Dears Dears プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール 

TEL:：：：：044-955-8604 

www.cedo.jp 
（ＨＰ（ＨＰ（ＨＰ（ＨＰにてにてにてにて新情報更新中新情報更新中新情報更新中新情報更新中））））    

 

〒〒〒〒215-0004 

川崎市麻生区万福寺川崎市麻生区万福寺川崎市麻生区万福寺川崎市麻生区万福寺    

４４４４－－－－８８８８－－－－４４４４ぺぺぺぺルナルナルナルナ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 

小小小小さなおさなおさなおさなお子様子様子様子様のいるごのいるごのいるごのいるご家族注目家族注目家族注目家族注目！！！！    

特別特別特別特別にににに12/2212/2212/2212/22（（（（土土土土））））12121212：：：：30303030～～～～        子供向子供向子供向子供向けのけのけのけの歌歌歌歌ののののコンサートコンサートコンサートコンサート開催開催開催開催！！！！    

おもちゃおもちゃおもちゃおもちゃスペーススペーススペーススペースをををを設設設設けますのでけますのでけますのでけますので、、、、ごごごご両親両親両親両親もゆっくりもゆっくりもゆっくりもゆっくり。。。。。。。。おおおお食事食事食事食事ができますができますができますができます！！！！    


