
《前菜1＋前菜2＋主菜＋パン＋デザート》

Les Entrées
冷前菜 下記よりお好きな品を一品お選びください

Pâté en croûte

黒毛和牛・ホロホロ鶏・鴨・フォアグラ・トリュフのパテ・アン・クルート
季節の野菜とギリシャ風野菜のマリネ添え(税込+1210円)

≪Menu B≫

日頃の感謝を込めて Thank You！39％OFF黒毛和牛&鰻コース

通常価格\6,500(税込7,150）→\4000(税込4,400）

Terrine de Crabe et St-Jaques

北海道産 ズワイガニと帆立のテリーヌ ビーツとエルブのヴィネグレット

 2éme
Maquereau et radis en terrine tiède

Composition de crevette aux mousse de choufleur
キャビアと甘エビ・カリフラワームースのコンポジション(税込+440円)

Salade de rosbif

軽井沢産 朝採れ霧下野菜と鰻・黒毛和牛ローストビーフのサラダ グラナパダーノチーズ

Canard rôti 
フランス産 鴨胸肉のロースト オレンジのソース

Joue de bœuf à la bourguignon

国産牛ホホ肉の高貴な赤ワイン煮込み

Confit de Canard
ハンガリー産 鴨もも肉のコンフィ 粒マスタードソース

サバとじゃがいもの温かいテリーヌ 檸檬香る大根のマリネと

Les Plats

主菜～下記よりお好きな品を一品お選びください～

山形県産 黒毛和牛内モモ肉のロースト 黒トリュフソース(税込+330円)

Dessert

<選べるデザート>

別ページより１皿お選び下さい

Poisson du jour poêlé sauce olive

本日鮮魚のポワレ グリーンオリーブとアンチョビのソース

Steak de bœuf en Rossini

希少部位！アンガス牛"ザブトン"(肩ロース)のローストと
フランス産 フォアグラのポワレ ロッシーニ風(税込+550円)

Noix de bœuf de "YAMAGATA" rôti sauce truffes

Griller de Anguille

特上鰻とフォアグラ・米茄子のステーキと
舞茸のフリット ルビーポルトと黒トリュフソース(税込+440円)



≪Menu C≫

オザミのスペシャルディナー

季節の野菜とギリシャ風野菜のマリネ添え(税込+1210円)

Composition de crevette aux mousse de choufleur
キャビアと甘エビ・カリフラワームースのコンポジション(税込+440円)

Salade de rosbif

軽井沢産 朝採れ霧下野菜と鰻・黒毛和牛ローストビーフのサラダ グラナパダーノチーズ

\4,800(税込5,280）

《前菜＋温前菜＋主菜＋パン＋デザート》

Les Entrées
冷前菜 下記よりお好きな品を一品お選びください

Pâté en croûte
黒毛和牛・ホロホロ鶏・鴨・フォアグラ・トリュフのパテ・アン・クルート

Canard rôti 
フランス産 鴨胸肉のロースト オレンジのソース

温前菜～下記よりお好きな品を一品お選びください～

Hot-Cake de Foie Gras 

スペシャリテ！フランス産 フォアグラとトウモロコシのホットケーキ(税込+220円)

Moules au vin blanc

フランス・モンサンミッシェル産 ムール貝の白ワイン蒸し

Griller de Congre

Terrine de Crabe et St-Jaques

北海道産 ズワイガニと帆立のテリーヌ ビーツとエルブのヴィネグレット

 2éme

<選べるデザート>
別ページより１皿お選び下さい

Griller de Anguille

特上鰻とフォアグラ・米茄子のステーキと
舞茸のフリット ルビーポルトと黒トリュフソース(税込+440円)

Steak de bœuf en Rossini

希少部位！アンガス牛"ザブトン"(肩ロース)のローストと
フランス産 フォアグラのポワレ ロッシーニ風(税込+550円)

Noix de bœuf de "YAMAGATA" rôti sauce truffes
山形県産 黒毛和牛内モモ肉のロースト 黒トリュフソース(税込+330円)

Dessert

Joue de bœuf à la bourguignon

国産牛ホホ肉の高貴な赤ワイン煮込み

Confit de Canard
ハンガリー産 鴨もも肉のコンフィ 粒マスタードソース

Poisson du jour poêlé sauce olive

本日鮮魚のポワレ グリーンオリーブとアンチョビのソース

十五穀米のリゾットを巻いた穴子の蒲焼き仕立て
茄子のピューレとポムパイユ・ポワヴルティムの香り(税込+440円)

Les Plats

主菜～下記よりお好きな品を一品お選びください～



ココナッツアイスとメレンゲ添え

Compote de Ananas

全て自家製！日本一おいしい

Parfait au Chocolat

<お好きなデザートをお選び下さい>

アイス・シャーベットの盛り合わせ

Glace panaché

ヨーグルトムースのチーズケーキ仕立て
Mousse de Fromage et Yaourt

高貴なプリン
＊MenuA・Bの場合は税込+330円

フランス産 リンゴのタルト 

Tarte aux Pommes

高貴なチョコレートパフェ(K・C・P)
＊MenuA・Bの場合は税込+308円

Crème Renversée

 バニラアイス添え

パインのコンポートとローズマリーのジュレ

デザート



☆

お勧めシェフお任せコース（A)
旬の美味食材を楽しめるコース

￥ 6,500 （ 7,150 ）

Amuse Gueule

アミューズ

☆

Entrée Froid

キャビアと甘エビ・カリフラワームースのコンポジション

☆

Entrée Chaud

フランス産 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

☆

Poisson

鮮魚のポワレ　グリーンオリーブとアンチョビのソース

☆

Granite

お口直しのタイムのグラニテ

Viande

山形県産 黒毛和牛内モモ肉のロースト 黒トリュフソース

☆

Dessert et café

デザート盛り合わせ

 カフェ



アミューズ　１口のキャビアとグジェール

お勧めシェフお任せコース（B)
2人で1本375mlお土産用シャンパン付き

旬の美味食材を楽しめるコース
￥ 8,500 （税込 9.350 ）

Amuse Gueule

お口直しのタイムのグラニテ

☆

Entrée Froid

甘エビとカリフラワームースのコンポジション

☆

Entrée Chaud

フランス産 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

☆

Poisson

オマール海老と鮮魚のポワレ グリーンオリーブとアンチョビのソース

☆

Granite

 カフェ

☆

Viande

山形県産 黒毛和牛内モモ肉のロースト 黒トリュフソース

☆

Dessert et café

デザート盛り合わせ


