SALAD
農園野菜のシンプルグリーンサラダ

Simply green salad with mimoletto cheese powder

生ハムと北海道十勝産マッシュルームの農園サラダ
Prosciuto&Mashroom salad

880

1,180

自家製オニオンドレッシングを使用したグリーンリーフサラダ

キヌアとレンズ豆フェタチーズのサラダ仕立て
Quinua,lentill&feta cheese

1,180

スーパーフードのキヌア、レンズ豆、オリーブを使用したヘルシーサラダ

APPETIZER
プーリア産 “ブラータチーズ” と
糖度 8％トマトのカプレーゼ

1,580

BREAD

Premium cheese "Burrata"&fresh tomato basil sauce
クリーミーでとろけるブラータチーズ

トリコヤの前菜の盛合わせ（2 名分〜）
Appetizer platter (for 2person~)

780/ 人

迷った時はこれです。

雲丹パン（1 ピース）

Sea urchin&semi dry tomato canappe

390/P

生雲丹と自家製セミドライトマトの贅沢なカナッペ

白レバーのムース

ブリュレ仕立て

Lever paste burulee style

780

Carotte rape fresh orange ﬂavor

Baguette

スライスバゲット
（4 ピース）

190
190

Sliced Baguette

アヒージョやチーズなどに

ブルゴーニュ風
ガーリックトースト（1 ピース）
240
Garlic toast

希少な鶏白レバーのペーストの表面を砂糖で香ばしく焼きました

生搾りオレンジのキャロットラぺ

バゲット（1 ピース）

580

パセリを効かせた
ガーリックバターで焼き上げます。

フランス定番のお惣菜をシェフのアレンジで

パテドカンパーニュ

アラメゾン

Pate de campagne a la maison

780

生ハムの盛合せ

680

チーズの盛合わせ

Prosciuto platter

980

ピスタチオのアクセントがポイントのフランス定番お肉のテリーヌ

フランス産ブルーチーズ

ロックフォールチーズとキタアカリのポテサラ
Potato salad with Blue cheese

ブルーチーズをトッピングした大人のポテトサラダ

Cheese platter

1,480

HOT APPETIZER
牛スジのオニオングラタンスープ
Onion gratan soup

680

飴色玉ねぎ , コンソメスープにグリュイエールチーズと
バゲットを浮かべて窯で焼きあげました。

エスカルゴのブルゴーニュ風
Escargot bourugogne style

680

フランスの伝統的なビストロ

プリンスエドワード島

ムール貝の白ワイン蒸し

White wine steamed Mussle

850

旨味の詰まったスープはバゲットやフライドポテトを
浸してお召し上がりください。

赤海老と茸のアヒージョ
Shrimp ahijo

880

甘えびの殻から作ったエビオイルを使うこだわり。
オイルまでエビの旨味が違います。

窯焼き季節野菜のグリル

880

フランス産ブルーチーズ

980

Seasonal vegetable grill
窯で焼き上げた野菜は甘みが違います。

ロックフォールのニョッキグラタン
Blue cheese gnocci gratan

ソースが残ったらバゲットにつけて

BREAD
トリッパと白インゲン豆のトマト煮込み
Trip tomato stew with white kidney beans

980
バゲット（1 ピース）

ワカサギとヤリイカのフリット
Fish(smelt)&squid frites

極太ソーセージの窯焼き
シュークルートとマスタードを添えて (2P)

880

スライスバゲット
（4 ピース）
980

旨味が詰まったソーセージが人気です。

Mashed potato truﬀ ﬂavor

190

Sliced Baguette

Garlic toast

680

French ﬂies (parmigiano or truﬀ salt)

マッシュポテトトリュフ風味

190

ブルゴーニュ風
ガーリックトースト（1 ピース）

Sausage with sauerkraut

ポテトフライ
（パルミジャーノ or トリュフソルト）

Baguette

680

パセリを効かせた
ガーリックバターで焼き上げます。

490

MAIN DISH

名物フランス版 ローストチキン

プレロッティ

specialite Roasted chicken（whole or half size)
トリコヤに来たら食べるべき代表メニューです。

3,980
〈 ハーフサイズ 2,280 〉

数量限定
本日の黒毛和牛のロースト 山葵と和風ソースを添えて

3,400~

"WAGYU"beef steak Japanese radish sauce (150g)

産地や部位は日替りです。詳細は本日メニューをご覧ください。

牛ハラミのバヴェットステーキ

2,580

US beef hanging tender steak(150g)
with Japanese radish sauce

AUS 産

2,380

仔羊背肉のロースト

AUS Lamb chop roast

豚肩ロースのコンフィ

1,980

マスタードのソース

Pork conﬁt , white wine & mustard sauce

低温のオイルで６時間かけて柔らかくコンフィにし、表面をこんがり仕上げます。

SIDE MENU
ポテトフライ（パルミジャーノ or トリュフソルト） 680

French ﬂies (parmigiano or truﬀ salt)

窯焼き季節野菜のグリル
Seasonal vegetable grill

マッシュポテトトリュフ風味
Mashed potato truﬀ ﬂavor

単品でも美味しい。肉料理との相性は抜群

880

680

PASTA
生卵黄のカルボナーラ

1,280

Classic style carbonara

生クリームを使用しない本場イタリアのクラシックスタイル。

1,780

渡り蟹のトマトクリームパスタ
Crab tomato cream spagetti

ブランデーの香りが贅沢なトマトクリームパスタ

釜揚げシラスと九条ネギのボンゴレパスタ

1,380

"Whitebite"&clam spagatti

窯揚げシラスと九条ネギのボンゴレ（ロッソ or ビアンコ）

贅沢 生雲丹のクリームパスタ

1,880

Sea urchin cream spagettei

RISOTTO
自家製鶏白湯のチーズリゾット

1,380

Simply cheese risotto

自家製の鶏白湯スープで作るシンプルなリゾット

DESSERT
トリコヤの生プリン

TORICOYA special pudding
(fresh egg yolk & panna cotta)

680

クラシッククレームブリュレ
Classic crème brulee

780

バニラビーンズをたっぷり使用した正統派

テーブルで完成するプリン

タルトシトロン
マスカルポーネのエスプーマ

780

本日のアイス

Today's ice cream

550

内容はスタッフまでお声がけください。

Tarte citron & Mascarpone espuma

クラシックなデザートをマスカルポーネ風味にアレンジ

DESSERT WINE
貴腐ワイン
ムートンカデ

ソーテルヌ

Mouton cadet reserve Sauternes (70cc)

COFFE&TEA
900

フランスの 5 大シャトー " シャトームートンロートシルト” の
精神を受け継ぐ高級な甘口のデザートワイン

エスプレッソ

500

コーヒー（ホット or アイス）

500

紅茶（ホット or アイス）

500

Espresso
Coﬀee
Tea

DRINK MENU
BEER&BEER COCKTAIL
プレミアムモルツ
Premium malts

SPARKLING WINE

薫エール

シャンディガフ
Shandyguﬀ

700

スパークリングワイン
Sparklingwine

700

SPARKLING WINE COCKTAIL

ビールとジンジャーエールの half&half

700

パナシェ
Panache

ビールと自家製レモネードの half&half

SANGRIA

700

レモンのグラニテ＆スパークリングワイン
Sparkling with lemon sharbet

750

ミモザ
Mimosa

700

ベリーニ
Bellini

700

キールロワイヤル
Kir Royale

800

シチリア産レモンのグラニテを浮かべた爽やかなスパークリング

スパークリングとオレンジジュースのカクテル

glass 680 / bottle 3,280

サングリア赤
Sangria (red)

スパークリングと桃ジュースのカクテル

サングリア白
Sangria(white)

glass 680 / bottle 3,280

カシスリキュールとスパークリングワインのカクテル

WHISKY
ハイボール
Whisky soda

700

ジンジャーハイボール
Whisky gingerale

700

水割り
Whisky water

700

TORICOYA LEMON SOUR 680
TORICOYA のレモンサワー

焼酎ではなくワインを使用したオリジナルレモンサワー

NON ALCHOLE Cocktail
シャーリーテンプル

550

Sharly temple

COCKTAIL
700

アペロールトニック
Aperol & tonic

550

ノンアルコールキティ
Kitty

甘みの中に優しい苦みが特徴のオレンジ風味のカクテル

TORICOYA のレモンサワー
TORICOYA LEMON & WINE SODA

ジンジャーエールとグレナデンシロップのカクテル

680

赤ワインとジンジャーエールのカクテルをノンアルコールにしました

550

TORICOYA レモネード
TORICOYA lemonade

焼酎ではなくワインを使用したオリジナルレモンサワー

自家製レモンシロップをソーダで割ったオリジナルカクテル

カンパリソーダ
Campari Soda

700 モスコミュール
Moscow mule

700

カシスソーダ
Casiss soda

700 ラムコーク
Rum & coke

700

ジントニック
Gin tonic

700 ファジーネーブル 700
Fuzzy nable

＊＊＊＊＊＊＊その他リキュールもございます

パッションリキュール
Passionfruits
アマレット
Amaletto
etc.. ( ソーダ割やジュース等で）

other liquer＊＊＊＊＊＊＊

Softdrink
サンペレグリーノ（ガス入りウォーター）750ml
☆mineral water (gas water)

San Pellegrino (750ml)
オレンジジュース
Orange

グレープフルーツジュース
Grapefruit

ノイリープラット
Noily plat
ティフィン
Tiﬃn

500

アップルジュース

500

コーラ

500

Apple
Coke

パイナップルジュース

500

ジンジャーエール

500

グレープジュース

500

トニックウォーター

500

烏龍茶

500

アイスティ

500

Pinapple

700〜

500

750

Grape

Woolong tea

Gingerale

Tonic water
Iced tea

