
 

A: ¥7,000- 小前菜 ・ 前菜 ・ パスタ ・ メイン料理  

 (総額￥8,470)                         ・ デザート ・ コーヒー/小菓子  
        Amuse ・ Appetizer ・ Pasta ・ Main dish ・ Dessert ・ Coffee and mignardises 

 

B: ¥9,000-  小前菜 ・ 前菜 ・ パスタ ・ 魚料理 ・ 肉料理 
 (総額￥10,890)                   ・ デザート ・ コーヒー/小菓子 
 
        Amuse・ Appetizer ・ Pasta ・ Fish ・ Meat ・ Dessert ・ Coffee and mignardises 

 
 
  
 

・鮟鱇とグレープフルーツのカルピオーネ 根セロリのソース 
 Anglerfish in escabeche with grapefruits, celeriac puree sauce 
 
 ・本日のスープ 
 Today’s soup 
 
 ・しっとり火を入れた豚ロースとキヌアのサラダ 
      コンソメのジュレとジェノベーゼソース 
 Pork loin and quinoa salad, consommé jelly and genovese sauce 
 
 
 

・サーモンとキノコのボスカイオーラロッソ スパゲッティ 
 Spaghetti with salmon and mushrooms, in Boscaiola sauce 
 
 ・本日のパスタ 
 Today’s pasta 
 
 ・オマール海老と自家製アメリケーヌソース  
 トマトを練り込んだ手打ちタリオリーニ（+3,025 円）  
 Homemade tagliolini kneaded tomatoes , homard lobster and americane sauce 
 

 
 
・産地直送鮮魚のサルタート 
小豆島の輝と仁尾酢のクリームソース 

 Sauteed today's fish with creamy SAKE and vinegar sauce 
 
 ・佐助豚肩ロースのアロッスト ポルト酒とスパイスのソース  

Roasted Pork shoulder with spicy Port-wine sauce  
  

・鳥取和牛もも肉のアロッスト 
旬の有機野菜とともに 麹のソース（+3,025 円） 
Roasted Japanese beef, seasonal vegetable 

 
 

 ・チェレステ特製モンブラン 
 Celeste’s original “Mont-Blanc” 
 
 ・ジェラート三種盛り合わせ 
 Gelato assortment (3kinds) 
 
 ・生チーズケーキとジャンドゥージャのジェラート 
 カルダモンとホワイトチョコのソース 

 Unbaked Cheesecake and Gianduja gelato with cardamom and white chocolate sauce 
 
 

（ 総額には、10％消費税、10％サービス料が含まれます ）       ※食材に制限やアレルギーのあるお客様はお申し付けください。 

Please advise us of  dietary or allergies that you may have10% Tax and             ※Please advise us of dietary or allergies that you may have 

 

 

前菜 

Appetizer 

 

パスタ 

Pasta 

 

メイン 

Main dish 

 

デザート 

Dessert 



 
 

―旬×生産地を巡る「湯梨浜町」― 

シェフズスペシャル  

シェフ菊池恒毅が訪れた生産地や作り手への想いを込めたこだわりコース 

 
 

本日の小前菜 

冷前菜 
 

湯梨浜ヒラメとあたご梨のタルタル 
発酵キャベツと焦がし昆布のクレマ 

キャビアを添えて 

温前菜 
 

温かい松葉ガニのスフォルマート 
そのエキスと黒胡椒のエキューム 

パスタ

氷温熟成まいたけ「鳥取の宝」のクリームソース 
ねばりっこのニョッキに絡めて 

黒トリュフの香り 

魚料理

産地直送鮮魚と鬼蜆のグァゼット 
リカールの香り 

肉料理

鳥取和牛もも肉のアロッスト 
旬の有機野菜とともに 

麹のソース 

デザート

渡辺農園 いのちのたまごのティラミス 
パイナップルとマンゴーのソース 

モカのジェラート 
 

¥12,500- 
（総額¥15,125） 

 



***A LA CARTE*** 
 アラカルト 

 
前菜 / Appetizer 

 
・鮟鱇とグレープフルーツのカルピオーネ 根セロリのソース  

Anglerfish in escabeche with grapefruits, celeriac puree sauce ...¥3,000-（総額¥3,630） 
 

・本日のスープ     
Today’s soup ...¥3,000-（総額¥3,630） 

 
・しっとり火を入れた佐助豚ロースとキヌアのサラダ 
 コンソメのジュレとジェノベーゼソース    

SASUKE pork loin and quinoa salad, consommé jelly and genovese sauce ...¥3,000-（総額¥3,630） 
 
パスタ / Pasta    

 
・サーモンのボスカイオーラロッソ スパゲッティ 

Spaghetti with Salmon, in Boscaiola sauce ... ¥3,000-（総額¥3,630） 
 
・本日のパスタ     

Today’s pasta ... ¥3,000-（総額¥3,630） 
 
・オマール海老と自家製アメリケーヌソース  

トマトを練り込んだ手打ちタリオリーニ  
Homemade tagliolini kneaded tomatoes , homard lobster and americane sauce ...¥6,000-（総額¥7,260） 

 
メインディッシュ / Fish & Meat 

 
・産地直送鮮魚のサルタート 
小豆島の輝と仁尾酢のクリームソース 

Sauteed today's fish with creamy SAKE and vinegar sauce ...¥4,200-（総額¥5,082） 
 

・佐助豚肩ロースのアロッスト ポルト酒とスパイスのソース 
Roasted Pork shoulder with spicy Port-wine sauce  ...¥4,200-（総額¥5,082）  

 
・鳥取和牛もも肉のアロッスト 

旬の有機野菜とともに 麹のソース 
Roasted Japanese beef, seasonal vegetable                                     ...¥7,500-（総額¥9,075） 

 
デザート・チーズ / Dessert & Cheese 
 
・チェレステ特製モンブラン  

Celeste’s original “Mont-Blanc” ...¥2,000-（総額¥2,420） 
 
・ジェラート３種盛り合わせ  

Gelato assortment (3kinds) ...¥2,000-（総額¥2,420） 
 
・生チーズケーキとジャンドゥージャのジェラート 

カルダモンとホワイトチョコのソース 
Unbaked Cheesecake and Gianduja gelato with cardamom and white chocolate sauce ...¥2,000-（総額¥2,420） 
  

・チーズ３種盛り合わせ 
 Cheese assortment (3kinds) ...¥2,000-（総額¥2,420） 

 
 
 

（ 総額には、10％消費税、10％サービス料が含まれます ）

Please advise us of  dietary or allergies that you may have10% Tax and 

 

※食材に制限やアレルギーのあるお客様はお申し付けください。 

※Please advise us of dietary or allergies that you may have 


