
MONSIEUR JACQUES
MUSEUM RESTAURANT

(OUTDOOR)

Bites  |  軽食

 Asian finger food: mini Spring roll, chicken, monkfish and scampi tempura, gyoza, yakatori, sauces                €8.75

 アジア風おつまみ：ミニ春巻、チキン、アンコウ、車エビ の天ぷら、餃子、焼き鳥、ソース

 Cheezzzzz: cheese cubes, cheese croquette, cheese sticks, cheese puff, cheese puff pastry, pickles                €8.75

 チーーーーズ：賽の目チーズ、チーズコロッケ、チーズスティック、チーズ入りパフパストリー、ピクルス

 Sourdough bread from the oven, garlic cream cheese, tapenade, olive oil                           €5.50

  オーブンから取り出したばかりのサワードウブレッド、ニンニク入りクリームチーズ、タプナード、オリーブ油

 Bitterballs served with mustard, pickles                                           €8.00

 ビターボールのマスタードとピクルス添え

 Nacho's with spicy minced beef, sour cream, BBQ sauce, jalapeno's, cheddar cheese                      €10.00

 スパイシーな牛ひき肉を使ったナチョス、サワークリーム、バーベキューソース、ハラペーニョ、チェダーチーズ

 Vegetable crisps                                                      €3.75

 サクサクした野菜 

  Smoked groundnuts with herbs                                              €13.75

 ハーブと一緒にスモークしたピーナツ

Soups  |  スープ

 Tom ka kai; fragrant Thai coconut soup served with bokchoy, shii take, beansprouts, red chilli, chicken              €8.50

 トムカカイ；タイ風ココナツスープ、チンゲンサイ、椎茸、大豆モヤシ、赤唐辛子、チキン入り

 Tomato soup, roasted red bell pepper, crème fraiche and fresh basil                              €8.50

 トマトスープ、ローストしたアカピーパン、クレームフレーシュ、新鮮なバジル

Salads  |  Salads  |  サラダ

 Caesar salad; roasted chicken thighs, matured farmer chees, anchovies, mayonnaise, egg                    €13.50

 シーザーサラダ；ローストした鶏もも肉、農家で作られた熟成チーズ、アンチョビ、マヨネーズ、卵

 Asian salad; pan fried scampi's, soy sesame vinaigrette                                    €15.00

 アジア風サラダ；パン揚げ車エビ、大豆とゴマのビネグレット

 Down to earth salad; mixed salad leaves, herbs, roasted beetroot, sweet and sour fennel, seeds and nuts             €13.50

 実用的なサラダ；葉をミックスしたサラダ、ハーブ、ローストした赤カブの根、甘酸っぱいウィキョウ、タネとナッツ

  Goat cheese; slightly warm, crispy onion, red bell pepper, grapefruit, cherry tomato basil and honey               €15.00

 ゴートチーズ；わずかに温かい、サクサクした玉ねぎ、赤ピーマン、グレープフルーツ、ミニトマト、バジル、ハチミツ



Bread  |  パン

 Chicken jalapeno/cheddar hotdog, BBQ mayonaisse, Mexican bean/cabbage salad, popcorn                  €12.50

 チキンハラピーニョ／チェダーのホットドッグ、バーベキュー・マヨネーズ、メキシコ風豆／キャベツのサラダ、ポップコーン

 Smoked salmon server on a cornbread roll, garlic cream cheese, sweet and sour fennel, fresh lemon zest             €10.00

 スモークした鮭のコーンブレッド・ロール、ニンニク入りクリームチーズ、甘酸っぱいウィキョウ、新鮮なレモンの皮の小片添え

 Tuna melt, tuna salad served on a corn bread roll, melted cheese                               €10.00

  ツナメルト、コーンブレッド、ツナサラダ、 溶けたチーズ

 Matured farmer cheese, tomato salsa, served on a Waldkorn bread roll                            €8.50

 農家で作られた熟成チーズ、トマトサラダ、全粒粉パンロール添え

 Wrap with hummus, roasted red bell pepper, grilled eggplant, zucchini, fresh basil                          €9.50

 ホムス、ローストした赤ピーマン、グリルしたナス、ズッキーニ、新鮮バジルのラップ

Warm Specials  |  温かい特別料理 
(Served with fries and salad) (フライとサラダに添えて）

  Chicken roast, half chicken                                                €16.50

 ローストチキン、（鶏半分）

 Burger MJ; Kreelse burger served on a brioche roll, bacon, cheddar cheese, tomato, onion, pickles and BBQ-sauce         €15.50

 クリールズ・バーガーにブリオッシュロール、ベーコン、チェダーチーズ、トマト、玉ねぎ、ピクルスとバーベキューソース添え    

 Spare-rib; slow roasted, sweet and spicy glace                                       €16.50

 スペアリブ；ゆっくりとローストした甘くスパイシーな砂糖漬け

 Tarte Tatin made from red baron onion, blue cheese, balsamic glaze and nuts                         €12.50

  男爵玉ねぎ、ブルーチーズ、バルサミコ酢のグレーズ、ナッツから作られたタルト・タタン  

Extra  |  特上

 Fresh fries  |  新鮮なフライ                                                €3.50

 Oven roasted potato with garlic and herbs  |  オーブンでローストしたポテトにニンニクとハーブを添えて            €4.50 

 Salad  |  サラダ                                                      €3.50

 Homemade mayonnaise; normal, BBQ or truffle  |  自家製マヨネーズ；普通、バーベキュー、またはトリュフ          €1.50

 BBQ sauce   |  バーベキューソース                                             €1.50

  Homemade ketchup  |  自家製ケチャップ                                         €1.50

 Roasted corncob  |  ローストしたトウモロコシの穂軸                                    €2.50

Homemade sweet pastry  |  自家製の甘いペーストリー

 “Van Gogh” ginger cake   |  バンゴッホ」ジンジャーケーキ                                 €4.50

 Brownie  |  ブラウニー                                                  €4.50

 Chocolate chip cookie  |  チョコレートチップクッキー                                   €4.50

Dudok  |  デュドック

  Dutch Apple-pie  |  オランダ風アップルパイ                                                          €4.50  

 Dutch Apple-pie with whipped cream  |  オランダ風アップルパイにホイップクリームを添えて                 €5.10  

                                         

 Our dishes are fresh and prepared with love, most of which is made in our own kitchen

 当店の料理は新鮮で、愛情を込めて、ほとんどを当店の台所で作っております


