
La crêpe autrement…

Pour comprendre Breizh Café, il faut d’abord connaître mes origines.
Elevé à la ferme, j ’ai reçu une éducation au goût qui a commencé dès l ’enfance : Recherche de la 
qualité des produits , respect des femmes et des hommes qui s’ investissent au quotidien pour 
les réaliser. Car sans eux, il ne saurait y avoir de cuisine exceptionnelle.
Chaque adresse Breizh Café est une ambassade des goûts et des saveurs qui ont patiné mon 
enfance à Fougères en Bretagne.
Je cherche à y transmette un savoir-faire autant que des émotions.

Breizh Caféを知っていただくために、まず私の生い立ちをお話したいと思います。
ブルターニュ近郊の農場で生まれた私は、幼少期からその土地で作られる良質で新鮮な食べ物で育ちした。
この味覚の礎は、食材を厳選することにも繋がっています。また製品の品質に対する研究、製品作りに日々身を投じている
生産者の方々から謙虚さを学びました。その謙虚さがあってこそ、私たちブレッツカフェの料理が存在するともいえます。
Breizh Caféは、私が幼少期を過ごした食材の宝庫、ブルターニュ・フジェールの味を伝えるアンバサダーなのです。

アルティザンクレーピエの技術を継承することは、ブルターニュ地方とその文化、すぐれた産物を世界の人たちに広めるこ

とでもあります。

Transmettre le métier d’Artisan Crêpier, c’est aussi présenter la Bretagne, sa culture, la qualité 
de ses produits aux yeux du monde.

ブレッツカフェは「アトリエ  ドゥ  ラ  クレープ」のオフィシャルパートナーです
BREIZH CAFÉ Partenaire Officiel

25 quai Duguay Trouin ,  35400 Saint-Malo
tel .  02 23 17 41 07

ateliercrepe.com
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MENU DE BRETAGNE

ムニュー ド ブルターニュ 1 1:30 - F

こちらはお一人様のメニューの為シェアはお断りしております。
Veuillez noter que ce menu est pour une personne. Vous ne pouvez pas le partager.

Entrée + Galette + Crêpe + Boisson
前菜 + ガレット + クレープ + ドリンク

¥ 2,980
GALETTE & CRÊPE 
SAISONNIÈRES
季節のおすすめガレットとクレープ

そば粉100％のクレープ

ガレット アスペルジュ　
～ホワイトアスパラガスと生ハムのガレット～

Galette aspergeGalette asperge

Asperges blanches, jambon cru basque, 
œuf miroir, fromage, haricots mange tout, 
crème fraîche d'Hokkaido
ホワイトアスパラガス、バスク産生ハム、
目玉焼き風タマゴ、チーズ、スナップエンドウ、
北海道産生クリーム

¥ 1,980

小麦粉100％のクレープ

¥ 1,480

グリオットチェリー、
「桜の花」と”ヴァローナ”チョコレート、

カカオクランブル、桜アイス、ホイップクリーム

FCerises griottes,
chocolat "Valrhona" aux fleurs de cerisier,

crumble au chocolat, glace sakura, chantilly

Crêpe SakuraCrêpe Sakura

当店のメニューにはソバ、小麦、乳、卵、魚介類等のアレルゲンが含まれる料理がほとんどです。詳しくはスタッフにお尋ねください。
Merci de prévenir le personnel en cas d’éventuelles allergies.

当店のメニューにはソバ、小麦、乳、卵、魚介類等のアレルゲンが含まれる料理がほとんどです。詳しくはスタッフにお尋ねください。
Merci de prévenir le personnel en cas d’éventuelles allergies.

ドリンク
Boisson au choix   お好みのドリンクをお選びくださいBoisson au choix   お好みのドリンクをお選びください

BOISSONBOISSON

Jus de pomme pétillant biologique 
“Val de Rance Pom’ Bio”(0.0%)  
アップルジュース（微炭酸）
“スパークリング ヴァル ド ランス ポム ビオ”
(0.0%)

Jus de pomme biologique
オーガニックアップルジュース

Jus d'orange biologique
オーガニックオレンジジュース

Cidre “Val de Rance”
シードル”ヴァル ド ランス”

辛口 (5%)
甘口 (2%)
オーガニック (4%)

brut (5%)
doux (2%)
biologique (4%)

ガレット

クレープ

+¥300

Soupe de légume
本日のスープ

au choix  どちらかお選びください

Crêpe beurre d'Hokkaido, 
sucre roux ou sucre d'Okinawa
北海道産バター、ブラウンシュガー 
または 沖縄産黒糖のクレープ

Crêpe caramel au beurre salé maison, 
glace vanille
自家製キャラメルブールサレのクレープ、ヴァニラアイス

Crêpe au chocolat "Valrhona", glace vanille
”ヴァローナ”チョコレートのクレープ、ヴァニラアイス

ENTRÉEENTRÉE 前菜

GALET TEGALET TE

CRÊPECRÊPE

自家製ブルターニュ風パテ、自家製ピクルス
Pâté breton maison, pickles
自家製ブルターニュ風パテ自家製ブルターニュ風パテ
Pâté breton maison

Salade verte 
グリーンサラダ グリーンサラダ 

目玉焼き風タマゴ、バスク産生ハム、
京野菜、チーズ、京黒七味

Œuf miroir, jambon cru basque, légume de Kyoto, 
fromage, "shichimi noir" de Kyoto

Galette légume de Kyoto, jambon cru
京野菜と生ハムのガレット

自家製シードルドレッシング
sauce vinaigrette maison au cidre 

自家製ゆずドレッシング
sauce vinaigrette maison au yuzu  

sauce au choix  ドレッシングをどちらかお選びください

クレープ サクラ

お好みの前菜をお選びくださいEntrée au choix  お好みの前菜をお選びください

Alc.
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¥ 2,480

当店のメニューにはソバ、小麦、乳、卵、魚介類等のアレルゲンが含まれる料理がほとんどです。詳しくはスタッフにお尋ねください。
Merci de prévenir le personnel en cas d’éventuelles allergies.

当店のメニューにはソバ、小麦、乳、卵、魚介類等のアレルゲンが含まれる料理がほとんどです。詳しくはスタッフにお尋ねください。
Merci de prévenir le personnel en cas d’éventuelles allergies.

前菜

ガレット

MENU DE "KYOTO"
京都店限定ガレット Jour de semaine L un- ve n 1 1:30 - F

Salade + Galette + Boisson
ガレット + ドリンク

こちらはお一人様のメニューの為シェアはお断りしております。
Veuillez noter que ce menu est pour une personne. Vous ne pouvez pas le partager.

ENTRÉEENTRÉE

GALET TEGALET TE

タマゴ（目玉焼き風 または かきまぜ）、
ジャンボン ブラン（ハム）、
京野菜、チーズ、京黒七味

Œuf miroir ou brouillé, jambon blanc, 
légume de Kyoto, fromage,
"shichimi noir" de Kyoto

京野菜のガレット

Salade verte 
グリーンサラダ グリーンサラダ 

自家製シードルドレッシング
sauce vinaigrette maison au cidre 

自家製ゆずドレッシング
sauce vinaigrette maison au yuzu

sauce au choix  ドレッシングをどちらかお選びください

ドリンク
Boisson au choix   お好みのドリンクをお選びくださいBoisson au choix   お好みのドリンクをお選びください

BOISSONBOISSON

Jus de pomme biologique
オーガニックアップルジュース

Jus d'orange biologique
オーガニックオレンジジュース

Cidre “Val de Rance”
シードル”ヴァル ド ランス”

辛口 (5%)
甘口 (2%)

brut (5%)
doux (2%)

ENTRÉES 前 菜 メニューのシェアはご遠慮いただいております。

Soupe de poissons
de Bretagne
フランス 
ブルターニュから
直輸入の魚介のスープ

¥ 780

本日のスープ
Soupe du jour

¥ 650

¥ 480

Pickles maison
自家製ピクルス

¥ 980

Salade Niçoise
ニース風サラダ

Thon, œuf, pommes de terre, 
concombre, tomates, olives,
anchois, vinaigrette

ツナ、タマゴ、ポテト、
キュウリ、トマト、オリーブ、
アンチョビのサラダ

ホタテ貝柱のポワレ 

Noix de St-Jaques
poêleés au beurre

¥ 1,280

Noix de St-Jaques poêleés,
beurre à l’ail,
légume de saison, persil

ホタテ貝柱のポワレ、
ガーリックバター、季節の野菜、
パセリ

¥ 980

Pâté breton 
maison
自家製ブルターニュ風パテ
Pâté breton maison,
pickles

自家製ブルターニュ風パテ、
自家製ピクルス

¥ 1,480

Assortiment de
charcuterie
シャルキュトリーの
盛り合わせ
Jambon cru basque, 
pâté breton maison, 
chorizo Iberico, 
saucisson breton, pickles  

フランス バスク産生ハム、
イベリコチョリソ、
ブルターニュ産ドライサラミ、
自家製ピクルス

Assiette 
de fromages
チーズの盛り合わせ
Camembert, 
fourme d’Ambert, 
mimolette, confiture figue

カマンベール、
フルムダンベール、
ミモレット、
イチジクのジャム

¥ 1,480

自家製シードルドレッシング
sauce vinaigrette maison au cidre 

自家製マスタードドレッシング
sauce vinaigrette maison à la moutarde 

¥ 580

グリーンサラダ
京都伏見の京野菜をはじめとした季節野菜を使用。
グリーンサラダをガレットにのせ、
一緒に召し上がっていただくのもおすすめです。

Salade verte sauce au choix 
ドレッシングをどちらかお選びください

平   日                月  -   金

Galette légume de Kyoto 
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当店のメニューにはソバ、小麦、乳、卵、魚介類等のアレルゲンが含まれる料理がほとんどです。詳しくはスタッフにお尋ねください。
Merci de prévenir le personnel en cas d’éventuelles allergies.

当店のメニューにはソバ、小麦、乳、卵、魚介類等のアレルゲンが含まれる料理がほとんどです。詳しくはスタッフにお尋ねください。
Merci de prévenir le personnel en cas d’éventuelles allergies.

GALETTES SPÉCIALITÉS 100% SARRASIN
ガレットスペシャリテ‒そば粉100%のクレープ

¥ 1,680

マッシュル－ム、ベ－コン、かきまぜタマゴ、チ－ズ、 北海道産生クリ－ム、
エスプレット産パプリカ

Champignons de Paris, poitrine grillée, œuf brouillé, fromage, crème fraîche d’Hokkaido, 
piment d’Espelette

Parisienne* パリジェンヌパリジェンヌ

¥ 1,850

カマンベール、バスク産生ハム、グリ－ンサラダ、りんごのはちみつ
Camembert, jambon cru basque, salade verte, miel de pomme
Camembert カマンベールカマンベール

¥ 1,850

スモークサーモン、季節の野菜、目玉焼きタマゴ、チーズ、フレッシュクリーム
Saumon fumé, légume saisonnier, œuf miroir, fromage, crème fraîche 
Saumon サーモンのガレットサーモンのガレット

¥ 1,680

トマト、オニオンのシードルコンフィ、ジャンボン ブラン（ハム）、目玉焼き風タマゴ、チ－ズ、アンチョビ、 プロヴァンス風ハーブ
Tomates, confit d’oignons au cidre, jambon blanc, œuf miroir, fromage, anchois, herbes de Provence
Provençale* プロヴァンサルプロヴァンサル

¥ 1,850

ソーセージ、ラクレットチーズ、ポテト、かきまぜタマゴ、フレッシュクリーム、グリーンサラダ、ハーブバター、ブラックペッパー
Saucisse, fromage à raclette, pommes de terre, œuf brouillé, crème fraîche, salade verte, beurre aux herbes, poivre noir
Paysanne ペイザンヌペイザンヌ

¥ 1680

イベリコチョリソ、目玉焼き風タマゴ、オニオンのシードルコンフィ、チ－ズ、マスタードソース
Chorizo Iberico, œuf miroir, confit d’oignons au cidre, fromage, crème moutardée
Chorizo Iberico* イベリコ チョリソイベリコ チョリソ

¥ 1,380

タマゴ（目玉焼き風 または かきまぜ）、ジャンボン ブラン（ハム）、チ－ズ
Œuf miroir ou brouillé, jambon blanc, fromage
Complète* コンプレットコンプレット

GALETTES ROLL 100% SARRASIN
ガレットロール‒そば粉100%のクレープ

¥ 1,680

トマト、タマゴ、チーズ、ジャンボンブラン（ハム）
Tomates, œuf, fromage, jambon blanc
"Breizh-roll" tomate

¥ 1,680

マッシュルーム、 タマゴ、チーズ、ジャンボンブラン（ハム）
Champignons de Paris, œuf, fromage, jambon blanc
"Breizh-roll" champignons

¥ 1.780
スモークサーモン、アヴォカド、キュウリ、トマト、グリーンサラダ、シードルドレッシング、ソイマヨネーズのソース 

Saumon fumé, avocat, concombre, tomate, salade verte, vinaigrette au cidre, mayonnaise au soja
"Breizh-roll" saumon  avocat

¥ 1,680

スイスのラクレットチーズ、オニオンのシードルコンフィ、タマゴ、バスク産生ハム、京黒七味
Jambon cru basque, fromage à raclette, confit d’oignons au cidre, œuf brouillé, "shichimi noir" de Kyoto
"Breizh-roll" Montagnarde

ブレッツロール トマトブレッツロール トマト

ブレッツロール シャンピニオンブレッツロール シャンピニオン

ブレッツロールサーモンとアヴォカドブレッツロールサーモンとアヴォカド

ブレッツロール モンタニャードブレッツロール モンタニャード

CRÊPES DE FROMENT
小麦粉のデザート クレープ

GALETTES DESSERT  100% SARRASIN
そば粉100％のデザートガレット

Glace vanille　ヴァニラアイス  ¥ 100  ¥ 100Chantilly　ホイップクリーム

Suppléments  トッピングメニュー

¥ 700

北海道産バター、ブラウンシュガー または 沖縄産黒糖
Beurre d'Hokkaido, sucre roux ou sucre d'Okinawa
Beurre sucre バターとブラウンシュガーバターとブラウンシュガー

¥ 880

はちみつとレモン
Miel, citron
Miel citron はちみつレモンはちみつレモン

¥ 950

自家製キャラメルブールサレ、ヴァニラアイス
Caramel au beurre salé, glace vanille
Vannetaise ヴァヌテーズヴァヌテーズ

¥ 1,250

りんごのコンポート、自家製キャラメルブールサレ、ヴァニラアイス
Compote de pommes, caramel au beurre salé, glace vanille
Pomme caramel ポム キャラメルポム キャラメル

¥ 1,250

”ヴァローナ”チョコレート、バナナのキャラメリゼ、ヴァニラアイス、ホイップクリーム
Chocolat "Valrhona", banane caramélisée, glace vanille, chantilly
Chocolat banane ショコラバナナショコラバナナ

Alc. ¥ 1,350

オレンジ-柚子バター、オレンジ、オレンジピール、ヴァニラアイス、グラン・マルニエのフランベ
Beurre d’orange-yuzu, suprêmes d'orange, zeste d’orange, glace vanille, Grand Marnier
Suzette シュゼットシュゼット

※以下のメニューから２つのフレーバーをお選びください 

アイス：キャラメル ブールサレ、 北川半兵衛商店 宇治抹茶、 ヴァニラ

La coupe 2 boules : au choix
  Glaces : caramel au beurre salé, thé vert de Kyoto, vanille

¥ 750Coupe glacée アイスクリームアイスクリーム

¥ 1,350

りんごのキャラメリゼ、りんごのコンポート、自家製キャラメルブールサレ、ヴァニラアイスクリーム、シナモン
Pomme caramélisée, compote de pommes, caramel au beurre salé, glace vanille, cannelle
Galette Tatin ガレットタタンガレットタタン

¥ 1,350
Galette chocolat ガレットショコラガレットショコラ

¥ 1,350

北海道産バター、京丹波つぶあん、北川半兵衛商店宇治抹茶アイス、ホイップクリーム、黒蜜

Beurre d'Hokkaido, crème d’haricots rouges de Kyō Tamba, 
glace au thé vert d'Uji "Kitagawahanbee Shouten", chantilly, kuromitsu 

Crêpe Kyoto クレープ 京都クレープ 京都

¥ 1,680

タマゴ（目玉焼き風 または かきまぜ）、ジャンボン ブラン（ハム）、京野菜、チーズ、京黒七味
Œuf miroir ou brouillé, jambon blanc, légume de Kyoto, fromage, "shichimi noir" de Kyoto
Galette légume de Kyoto* 京野菜のガレット京野菜のガレット

¥ 1080

北海道産バター、ブラウンシュガー、 ヴァニラアイス
Beurre d'Hokkaido, sucre roux, glace vanille
Galette Beurre SucreGalette Beurre Sucre バターとブラウンシュガーのガレットバターとブラウンシュガーのガレット

プレッツロール
シャンピニオン

サーモンのガレット

シュゼット

ガレットタタン

刻んだヴァローナチョコレートとキャラメルブールサレのガレット、ヴァニラアイス
Galette chocolat "Valrhona"Grand Mère, caramel au beurre salé, glace vanille

…アルコール使用メニューAlc.
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アミューズガレット、イチゴのヴァローナチョコレート、ジンジャーコンフィ、自家製キャラメルブールサレ
Amusse galette chocolat "Inspiration fraise Valrhona", gingembre confit, caramel au beurre salé


