
プリフィックスコース　＜前菜＋主菜＋パン＋デザート＞

￥4500（4860税込）

前菜　Les entrées ￥1800（1944税込）

Carpaccio de thon en salade

鹿児島 奄美大島産 本マグロのカルパッチョ 春野菜添え
Terrine de thon au légume

鹿児島 奄美大島産 本マグロと春野菜のテリーヌ 西洋タンポポ添え

Terrine de gibier et abats en salade de chou rouge

ジビエ（エゾ鹿･山ウズラ･イノシシ･キジ）のテリーヌ 赤キャベツのマリネ添え

Salade de Chevre Chaud

那須高原 今牧場 フレッシュ山羊チーズのオーブン焼きサラダ

Moules à la bière

アイルランド産 ムール貝と野菜のビール蒸し(250g)

Terrine de Homard à la Tomate

オマールエビのテリーヌ 完熟塩トマトのソルベ

Tripes de bœuf à la provençales

  宮崎県産 有田黒毛和牛（ハチノス･センマイ・アキレス）のプロヴァンス風トマト煮込み
 和牛心臓のロースト添え

Carpaccio de ARA Sauce orange en Salade

超希少!!!山口県 萩産 アラのカルパッチョ オレンジのヴィネグレット サラダ添え

Omelette de champignon

ヨーロッパ産キノコ（ピエ ド ムートン）のふわふわオムレツ　グラナパダーノ風味

主菜　Les plats ￥2700（2916税込）

Ragoût de Marcassin

徳島県産 仔イノシシの煮込み バルサミコ風味 信州産干し柿添え

SUZUKI poêlé sauce beurre noisette

千葉 竹岡産 スズキのポワレ 有機野菜添え　焦がしバターソース 

Raie aux chou

北海道産 ガンギエイ(水カスベ)と春キャベツのシェリービネガー風味

Foie de bœuf rôti aux échalote

超新鮮!!!宮崎県産 有田和牛レバーのロースト エシャロットソース
 ブルーチーズ風味のジャガイモのピューレ添え

Saucisse au Couteau à l'os aligot

フランス・ランド産 豚肉生ソーセージ アリゴ添え

Bouillabaisse de homard

カナダ産 オマールエビ（1/2尾）のブイヤベース

 Côte de porc à l'os aligot 

吉田豚の骨付きロース肉のロースト アリゴ添え

Confit de canard en cassoulet Haricot blanc 

ハンガリー産 鴨もも肉コンフィと白いんげん豆のカッスーレ

デザート　Les desserts　\600  （648税込）

（別メニューよりお選び下さい）

ディナータイムはサービス料別途１０％頂戴しております。

O

オザミ全店 マグロ一本買いフェアー!!! 

フランス産バター  

エシレ社 
無塩  648円（税込） 

ファイナルジビエフェアー!!! 

緊急入荷!! 

フランス産 

黒トリュフ!! 

３ｇ 1000円!! 

ご追加でいかが 

でしょうか？ 

緊急入荷!! 

フランス産 

黒トリュフ!! 

３ｇ 1000円!! 

ご追加でいかが 

でしょうか？ 

ファイナルジビエフェアー!!! 



　　　    　    プリフィックスコース　　＜前菜＋主菜＋パン＋デザート＞
￥5800（6264税込）

前菜　Les entrées ￥2400（2592税込）

Assiette de charcuterie

イタリア産 チンタセネーゼ・カポコッロ・パルマ生ハム
フランス産 サラミの盛り合わせ +￥500（￥540税込）

Asperge blanche au mimollet

初荷!! フランス産 ホワイトアスパラガス 半熟卵のミモレットチーズ添え

Beignet de fugu et clamar de laitance

山口･萩産 白サバフグと石川･能登産イカの白子のベニエ タルタルソース すだち添え
Composition de Oursin et zuwaigani

ズワイガニとオマールエビのコンソメジュレ とうもろこしのムース 北海道産 ウニ添え
Carpaccio de cheval

会津若松産 馬肉幻の部位!!!(タテガミ･フタエゴ・熊本産 もも肉）の
カルパッチョ盛り合わせ+￥600（￥648税込）

Ris de veau meunière en salade de Tardivo

オーストラリア産 仔牛のリードボー（胸腺）のムニエル
イタリア産 タルティーボとブルーチーズ クルミのサラダ

Terrine de foie gras canard au orange

ヨーロッパ産 鴨のフォアグラのテリーヌ オレンジのジャム添え

Grenouille frites et escargot à la burguignonne

フランス産 カエル もも肉のフリットとエスカルゴのブルゴーニュ風

主菜　Les plats ￥3400（3672税込）

Marcassin rôti

徳島産 仔イノシシ ロース肉のロースト  +￥500 （￥540税込）
Pigeon ramier

ヨーロッパ産 山ハト 1/2羽
Noix de Marcassin

徳島産 仔イノシシもも肉のロースト
Chevreuil rôti

北海道産 エゾ鹿骨付きロース肉のロースト 人参のピューレ添え
HIYODORI

徳島産 ヒヨドリ 1/2羽
Perdreau rouge

スコットランド産 赤色山うずらの1/2羽ローストとフォアグラ入りキャベツのブレゼ

Charolais

フランス ブルゴーニュ産 シャロレー牛 サーロインかたまり焼き500ｇ
2名様より +￥1000 (\1080税込）

Chapon rôti au morille

鹿児島・龍治農場　シャポーン（去勢鶏）のロースト モリーユ茸と新玉ネギ
Entercôte de bœuf

栃木県産 黒毛和牛サーロインのステーキ トリュフソース

Tartare de cheval

極上!!!熊本産 馬肉のタルタル ポテトフライ添え

デザート　Les desserts　\600  （648税込）
（別メニューよりお選び下さい）

ディナータイムはサービス料別途１０％頂戴しております。

放射能は基準値以下地域の物です。ジビエ（野鳥獣）をお召し上がるお客様へ
野鳥獣は狩猟を行うときに、猟銃を使用し、鉛玉が残っている場合がございますので、ご注意、ご了承くださいませ。

K

本日のオススメ!!! 

緊急入荷!! 

フランス産 

黒トリュフ!! 

３ｇ 1000円!! 

ご追加でいかが 

でしょうか？ 

ファイナルジビエフェアー!!! 緊急入荷!! 

フランス産 

黒トリュフ!! 

３ｇ 1000円!! 

ご追加でいかが 

でしょうか？ 


