
クリスマス営業以外は下記メニューと４８００円のプリフィクスコースをご用意しております。
12月21～25日はクリスマス営業となり21、22、23、25日は5800円・7500円・9800円の3コースのご用意。

※21、22日は２部制(17ｈ～19ｈ又は18ｈ～20ｈ) (19ｈ30～又は20ｈ30～) ※23日は2時間制

年末は３0日(月)迄、年始は２日(木)より営業致します。宜しくお願いします

※24日は2時間制(17h30/18h/18h30/19h/20h/20h30/21h/21h30)

１２月24日はクリスマス営業となり7500円・9800円の2コースのご用意となります。（税サ別）

※25日は2部制(17h30～19ｈ30又は18ｈ～20ｈ)(20ｈ～又は20ｈ45～)

オザミデヴァン本店050-3134-4121 

 

Menu a 9800yen(10780)

別途サービス料10%頂戴致します。

Café
コーヒー

Canard de Challans rôti avec Foie Gras sauce bigarade
フランス産 シャラン鴨胸肉のローストとフォアグラのポワレ

ソースビガラード

Bûche de Noël au Marron
フランス産マロンのブッシュドノエル

アメリケーヌソース

Noix de Boeuf de "ZAOU" rôti avec Foie Gras sauce vin rouge aux Truffes
蔵王牛内もも肉のローストとフォアグラのポワレ

トリュフ香る赤ワインソース

又は

パンとご一緒に　ノルマンディ産　最高級イズィニーバター

Terrine de Crabe et St-Jacques aux caviars sauce ravigote
北海道産帆立貝とズワイガニのテリーヌとクネル フランス産キャビア添え

グリーンオリーブとハーブのラヴィゴットソース

Hommard etDaurade Poêlée sauce américaine
カナダ産オマール海老と愛媛県産真鯛のポワレ　

Amuse1　Gougères
サーモンのムースを詰めたグジェール

Amuse2　Beurre d'Isigny

Menu a 7500yen(8250)

別途サービス料10%頂戴致します。

Noix de Boeuf de "ZAOU" rôti sauce vin rouge aux Truffes
蔵王牛内もも肉のロースト

トリュフ香る赤ワインソース

Canard de Challans rôti sauce bigarade

又は

カナダ産オマール海老と愛媛県産真鯛のポワレ　
アメリケーヌソース

パンとご一緒に　ノルマンディ産　最高級イズィニーバター

グリーンオリーブとハーブのラヴィゴットソース

サーモンのムースを詰めたグジェール

ソースビガラード

Bûche de Noël au Marron
フランス産マロンのブッシュドノエル

Café

フランス産 シャラン鴨胸肉のロースト

コーヒー

Amuse2　Beurre d'Isigny

Terrine de Crabe et St-Jacques sauce ravigote
北海道産帆立貝とズワイガニのテリーヌとクネル

Hommard etDaurade Poêlée sauce américaine

Amuse1　Gougères

Menu a 5800yen(6380)

特選牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ

別途サービス料10%頂戴致します。

Bûche de Noël au Marron
フランス産マロンのブッシュドノエル

Café
コーヒー

北海道産帆立貝とズワイガニのテリーヌとクネル

愛媛県産真鯛のポワレ　サフラン香る白ワインソース

Filet de Boeuf Rossini

Terrine de Crabe et St-Jacques sauce ravigote

グリーンオリーブとハーブのラヴィゴットソース

Daurade Poêlée sauce saflan

Amuse1　Gougères

Amuse2　Beurre d'Isigny

サーモンのムースを詰めたグジェール

パンとご一緒に　ノルマンディ産　最高級イズィニーバター
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リエット・冷前菜・温前菜・メイン・デザート　\4800(5280)
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＊メニューは一例となります。その日の仕入れによって内容が変更となる場合がございますのでご了承くださいませ。

山形県産 蔵王牛内モモのロースト 赤ワインソース(+600)
Noix de boeuf de "ZAO" rôti sauce vin rouge(WAGYU Steak)

北海道産 蝦夷鹿内モモ肉のロースト ソースグランヴヌール
Chevreuil rôti sauce grand veneur(Roasted Deer)

国産牛ホホ肉の高貴な赤ワイン煮込み
Ragoût de joue de boeuf à la vin rouges (Beef cooked in red wine)

オランダ産 仔牛ロース肉のローストとポルチーニ茸 マデラ酒ソース(+900)
Veau rôti (Veal loin roast)

 本日鮮魚のポワレ 雲丹の白ワインクリームソース
Poêlée de poisson sauce à la crème d'Oursins (Pan-fried fish Sea urchin white wine sauce)

カナダ産オマール海老と鮮魚のポワレ サフランソースとクスクスのタブレ(+600)
Homard rôti et poêlée de poisson (Roasted lobster and Pan-fried fish)

真サバとじゃがいもの温かいテリーヌ レモン香る大根のマリネ添え
Maqureau et radis en terrine tiède(Warm terinne de mackerel and radish)

フォワグラととうもろこしのホットケーキトリュフのソース(+300)
"Hot Cake" de Foie Gras aux Truffes (Foie gras pancake)

Carpaccio de Daurade  (Fresh Sea bream Carpaccio)

北海道産ズワイガニ・ホタテのテリーヌとズワイガニ・アボカドのクネル
Terrine de crabe et st-jaques sauce coulis de tomate (Crab and Scallop terrine)

愛媛県産 真鯛のカルパッチョ 旬の野菜と

柚子や蜜柑の柑橘類のヴィネグレットソース

プリフィックスコース

オマール海老と帆立・甘エビ・サーモンのコンポジション
オマールジュレとカリフラワーのムース(+500)

Homard en gelée(Lobster gelee and cauliflower mousse)

冷たい前菜

温かい前菜

 (別途サービス料１０％頂戴いたします）

メインディッシュ


