
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）

Caviar

◎フランス産・フレッシュキャビア  18ｇ 　1缶
　　　　そば粉ブリニー・岡山産 ジャージィー牛チーズ　＋ 3700円

　　◎お好みで料理にキャビアを　　　1ｇ … 250円

　　　　　　　　　　　　　　　　　Plateau de fruits de mer　　　 +￥700（￥756税込）
超新鮮!!!海の幸の盛り合わせ!!自家製マヨネーズとレモンでサッパリと!!

（栗ガニ、車海老、甘海老、ホンビノス、ムール貝、ミニホタテ等)

Bagna Cauda

福岡・糸島直送野菜・鹿児島 活!!ハマグリ・白ワイン蒸しのバーニャカウダー

Saumon mi-cuit et sauce Yuzu mayonnaise en salade

宮崎県産 西米良サーモンのレアロースト
パプリカ・大分産 柚子胡椒マヨネーズのソース サラダ添え

Cervelle de porc meunière en salade

沖縄産 仔豚・脳みそのムニエル バルサミコバターソース サラダ添え

Tripes de bœuf à la provençale

  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

Calamar sauté en salade

佐賀・玄界灘産 アオリイカのソテー イタリア産 タルティーボのサラダ添え

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

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）

Hōbō poêlé au vin blanc Yuzu

佐賀・玄界灘 ホウボウのポワレ 柚子風味の白ワインソース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎ キャビア入りソース （＋500）

Bouillabaisse de homard

カナダ産 オマール海老（1/2尾）と鹿児島産 活!!ハマグリのブイヤベース

Echine de porc rôti

鹿児島産 アベル黒豚（チョコ豚）肩ロース肉のロースト

 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

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

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

フランス産バター  

エシレ社 
無塩  648円（税込） 

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？ 

 オザミ全店 キャビア大フェアー!!! 



　　　    　    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）

Caviar

◎フランス産・フレッシュキャビア  18ｇ 　1缶
　　　　そば粉ブリニー・岡山産 ジャージィー牛チーズ　＋ 3100円

　　◎お好みで料理にキャビアを　　　1ｇ … 250円

Plateau de fruits de mer

　超新鮮!!!海の幸の盛り合わせ!!自家製マヨネーズとレモンでサッパリと!!
（栗ガニ、車海老、甘海老、ホンビノス、ムール貝、ミニホタテ等)

Huître

長崎・有明海 小長井産 冷製カキのポッシェ
福岡産 紫カリフラワーのムース・青のりと大分産 カボスのジュレ

Carpaccio de KURODAI en salade et UMIBUDOU

佐賀・玄界灘 黒ダイのカルパッチョ 福岡・糸島野菜のサラダ
沖縄産 海ぶどう添え カボス風味

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）

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

Composition de Oursin et zuwaigani

ズワイガニとオマール海老のコンソメジュレ とうもろこしのムース 北海道産 ウニ添え

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

主菜　Les plats ￥3400（3672税込）

Charolais

フランス ブルゴーニュ産 リムーザン種 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）

限定3名様!! Bœuf  Seléction

熊本・阿蘇郡 産山村　井さんが育てたジャージー牛 極上カルビ （+￥600）

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

AMAKUSADAIOU rôti

熊本・天草大王のロースト　新ごぼうと新じゃが芋のブレゼ ジュのソース

 Côte de veau rôti

フランス ブルターニュ産 仔牛 骨付きロース肉

KENRANGYU

     超希少!!山口 萩産 見蘭（ケンラン）牛イチボのステーキ 赤ワインソース

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。
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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？ 

(アマクサダイオウ） 

オザミ全店 キャビア大フェアー!!! 

本日のオススメ!!! 


