
×
旅するメニューと Buzz ワイン

Buzzは、大阪梅田に居ながらにして、
日本各地の美味しい食材を通じて“旅”を

ご体験いただける食空間です。全国を巡って選りすぐった

純国産の旬の食材をフレンチの技で調理し、厳選したワインとともにご提案します。

DINNER MENU



長崎
旬産

Food Central Station

食のセントラルステーション

今回のおすすめ旬産地は 長崎県！
長崎各地から届く、海の幸や山の幸の
旬の食材たちをぜひご堪能ください！！

DESSERT デザート

800

ぶどう

パティシエ手作りのアイスクリーム
Homemade ice cream

1種 250～ みかん

岩手県産ミルクのアーモンド香るブランマンジェ　季節のフルーツ添え
Blancmange with Seasonal Fruit

650

Orange Pistachio Grape
林檎
Apple

ピスタチオ

650カカオ７０％ビターガトーショコラ×香り豊かなピスタチオアイス
 Bitter Chocolate Cake with Pistachio Ice Cream

ご一緒にカフェやデザートワインもどうぞお楽しみください。

長野産りんごのキャラメリゼと
ムースフロマージュのタルト仕立て　
Apple Tart and Cheese Mousse

長野県細田農園から取り寄せているリンゴはとても丹精をこめて栽培されています。

サクサクのバタークッキーにムースフロマージュをのせ、リンゴをキャラメリゼしたものと、

リンゴのシャーベットと共にお召し上がりください。

800

長崎名物カステラの” アイスブリュレ”
熊本産みかん・和ハッカの香り
Castella Brulee with Orange

長崎名物 “カステラ” をオリジナルレシピでしっとりと焼き上げた後に半凍りにし、

ザラメをまぶして香ばしくキャラメリゼしました。

熊本の柑橘農家” 吉良果樹園” から取り寄せている美味しいみかんを

自家製のアイスクリームに仕立て合わせました。

長崎市

雲仙市 島原市

対馬市

対馬では一本釣りが有名で、新鮮さを保つために
スピーディーに血抜きや内蔵の処理を行います。
そのためブリ本来の美味しさと新鮮さをしっかり
とご堪能頂けます。

対馬直送　ブリ

地元でとれた「わかめ」を麺状にした南
島原の特産品。長崎の方言で「ふと思い
つく」事を「ひょっと思いつく」と言う
ことから「ひょっ」と思いついた時に「つ
るっ」と食べてもらえるように食べやす
さを追求した、地元では給食にも出てく
る一品です。

島原市　ひょっつる

紅葉で有名な雲仙山麓で育て
られている事から「紅葉豚」
と名付けられ、島原地区で 4
名の養豚農家のみ飼育が許さ
れています。天然水とこだわ
りの飼料を与えられ、味わい
は旨味が濃厚で身は柔らかい
のが特徴です。

雲仙市　紅葉豚

種どりから自ら行い、こだわりの有機栽培で育
てた雲仙の伝統野菜を販売まで自分たちで行う
竹田かたつむり農園。自然との共生を実現しな
がら、彩り、風味豊かな野菜を生産されています。

雲仙市　竹田かたつむり農園

平成 24 年に「第 10 回全国和牛能力共進会」で日本 1位
を獲得した「長崎和牛」の中でも 8戸の生産者のみで飼
育されている和牛。「薔薇の花色」を連想させる赤身に、
ばら肉が厚い事がネーミングの由来となっています。味
わいは赤身と刺しのバランスが優れています。

長崎市　長崎和牛
出島ばらいろ

もみじ

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.



お食事初めにぴったりの

700長野産信州サーモンのマリネと冬野菜
刺身こんにゃくのグリーンサラダ
Marinated Salmon with “Sashimi Konjac” and  Vagetable Salad

800三重産 さくらポークを使った

“パテドカンパーニュ”
Pate de Campagne

Buzzの
定番人気

ブラッスリーといえば “パテ” です！

シェフのこだわりのレシピで作られたパテはさくらポークの

特徴を活かし、食べごたえも十分！まずはお試し下さい！

750
長崎ばってん鶏といちじく・リンゴのタルタル
ナッツとマスタード風味　
Chicken Ham and Fig ,AppleTartare Nuts and Masterd Sauce

自家製の鶏胸肉のハムをシャキシャキのりんごとタルタルに仕立てました。

青イチジクのコンポートの甘味と、ナッツの香ばしさに、

マスタードの酸味が絶妙なバランスのひと皿です。

850長崎産ブリの炙り
島原名物ひょっつると和ハッカのジュレ　バルサミコ風味
Broiled Yellowtail with ” Hyottsuru" , 
Mint Jelly and Balsamic Sauce

ブリ表面を表面を香ばしく炙り、ひょっつるの塩味と

長崎産の “和ハッカ” をジュレにして香りにアクセントを添え、

さっぱりと食べやすく仕上げました。

COLD
APPETIZERS 冷前菜

・本日の国産チーズ 2種盛り合わせ
　北海道共働学舎　または　岡山蒜山ジャージー牧場より

800

・本場ヨーロッパ産 チーズ 各種盛り合わせ

1種       　400

2種    　    700
3種   　  1,000

5種       1,600

CHEESECHEESE チーズ

レーズンパン  &  ドライフルーツ付

4種       1,300

Cheese Platter Assortet

Assorted Today’ s Cheese

白カビ 青カビ ハード ウオッシュ シェーブル

おつまみ盛合せ
Assorted Amuse-bouche 

450 /

生ハム＆サラミ盛合せ
Assorted Charcuterie 

550 /

シャルキュトリー盛り合わせ
（特製パテ /生ハム /サラミ /鶏胸肉ハム）

Assorted Meat Appetaizer

750 /

フリット盛合せ
（鶏手羽先のフリット/カマンベールフライ/フライドポテト）

Assorted Deep-Fried Food

600 /

おひとり様～

おひとり様～

おひとり様～

おひとり様～

2,400

お得なお肉盛合せ

牛ロースステーキ・ソーセージ
厚切りベーコン・フリッツ・温野菜

Assorted Meat

RECOMMENDED

3~4
名様~

ASSORTED
PLATE
お得な盛合せメニュー

Recommended

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.



温前菜

WARM
APPETIZERS

850三重産さくらポークベーコンと
冬野菜のヴァプール　香草バター風味
Steamed Bacon and Pork with Seasonal Vegetables

三重県いなべ市で育った “さくらポーク” はクセがなく、

柔らかい食感で、ジューシーなベーコンに。

旬の8種～10種のお野菜とヘルシーに蒸し上げた温野菜です。

爽やかな香草バターとお召し上がりください。

島根産アナゴのソテーとジャガイモの
焼きテリーヌ　トリュフの香りと共に
Sauted Eel with Potate Terrine

750

900

北海道産たまねぎ丸ごと1個の
食べるオニオングラタンスープ
Whole Onion Soup

冬季限定の名物メニュー。丸ごと玉葱を約3日かけてじっくりと火にかけ、

仕上げにたっぷりチーズと黒胡椒をかけたシェフオリジナルのグラタンスープです。

肉厚のアナゴのソテーと香ばしく焼き上げたじゃがいものテリーヌを芳醇な香りの

トリュフソースで仕上げました。ワインにもぴったりのお料理です。

● トマトサラダ 350

● ラタトゥイユ 450

●カマンベールのフリット 550

Tomato Salad

Ratatouille

Deep-Fried Camanbert Cheese

● 定番フライドポテト 550

● 手羽先のスパイスフリット（3本） 600

● ミックスナッツ 300

Fried Potato

Deep-Fried Chicken Ｗings

Mix Nuts

● 野菜チップス 300
Vegetable Chips

● 自家製ピクルス 350

● オリーブマリネ 350

● 干しぶどう 350

Pickles

 Marinated Olives

Raisins

● 一口ショコラ 450
Chocolate

● サラミ２種盛り合わせ 600

● 生ハム 600

●志摩サバのスモーク 600

Salami

Prosciutto

Smoked Mackerel

TAPAS
おつまみ

豪 快

女性に
大人気！

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.

600本日の季節野菜の温製スープ
長崎 竹田かたつむり農園、
三重 からさわ農園からの直送野菜使用
Today's Soup

各農園こだわりの農法で丹精込めて作った季節の彩り野菜たちを、

じっくり丁寧にピューレにし、滋味深いスープに仕立てました。

旬のお野菜の美味しさがダイレクトに味わえます。

Healthy

ホクホク！



温前菜

WARM
APPETIZERS

850三重産さくらポークベーコンと
冬野菜のヴァプール　香草バター風味
Steamed Bacon and Pork with Seasonal Vegetables

三重県いなべ市で育った “さくらポーク” はクセがなく、

柔らかい食感で、ジューシーなベーコンに。

旬の8種～10種のお野菜とヘルシーに蒸し上げた温野菜です。

爽やかな香草バターとお召し上がりください。

島根産アナゴのソテーとジャガイモの
焼きテリーヌ　トリュフの香りと共に
Sauted Eel with Potate Terrine

750

900

北海道産たまねぎ丸ごと1個の
食べるオニオングラタンスープ
Whole Onion Soup

冬季限定の名物メニュー。丸ごと玉葱を約3日かけてじっくりと火にかけ、

仕上げにたっぷりチーズと黒胡椒をかけたシェフオリジナルのグラタンスープです。

肉厚のアナゴのソテーと香ばしく焼き上げたじゃがいものテリーヌを芳醇な香りの

トリュフソースで仕上げました。ワインにもぴったりのお料理です。

● トマトサラダ 350

● ラタトゥイユ 450

●カマンベールのフリット 550

Tomato Salad

Ratatouille

Deep-Fried Camanbert Cheese

● 定番フライドポテト 550

● 手羽先のスパイスフリット（3本） 600

● ミックスナッツ 300

Fried Potato

Deep-Fried Chicken Ｗings

Mix Nuts

● 野菜チップス 300
Vegetable Chips

● 自家製ピクルス 350

● オリーブマリネ 350

● 干しぶどう 350

Pickles

 Marinated Olives

Raisins

● 一口ショコラ 450
Chocolate

● サラミ２種盛り合わせ 600

● 生ハム 600

●志摩サバのスモーク 600

Salami

Prosciutto

Smoked Mackerel

TAPAS
おつまみ

豪 快

女性に
大人気！

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
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All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.
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表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.



Buzz の魅力を味わい尽くせるお得なペア限定コースです !

MAIN DISH 魚・鶏料理PREFIX PAIR COURSE

1,450全国の契約漁港より直送 !

シェフ渾身の日替わり魚料理
Today's Fish Dish

全国の漁港より日替わりで届く、各地の魚をその時期で一番美味しい調理法でご用意！

日によっては珍しいお魚も入荷します！

白ワインに
ピッタリ！

900

おひとり様 3,600

ムール貝、あさり、あおさ海苔の
白ワイン蒸し　ココットに詰めて
Steamed Mussels 

ムール貝とあさりを潮の旨みが感じられるあおさ海苔と白ワインでさっぱりと蒸しました。

旨みの詰まったスープは是非バゲットに合わせてお召し上がりください。

1,650
愛媛産 媛っこ地鶏と
三重さくらポークソーセージ
冬野菜の” ポトフ”
"Pot-au-feu" Soup with Chicken, Sausage and Vegetables

愛媛が誇る「媛っこ地鶏」は肉質が柔らかで旨味とコクがあり、とても食べやすいのが特徴です。

その鶏を冬野菜と旨味たっぷりのソーセージと共にシンプルにポトフ仕立てにしました。

お好みでマスタードと合わせてお召し上がりください。

Sea Food

Bon a
ppétit

パテドカンパーニュ
Pate de Campagne

長野産信州サーモンのマリネと
冬野菜刺身こんにゃくの
グリーンサラダ

Marinated Salmon with
 “Sashimi Konjac” and  Vagetable Salad

北海道産たまねぎ丸ごと1個の
食べるオニオングラタンスープ

Whole Onion Soup

三重産さくらポークベーコンと
冬野菜のヴァプール
香草バター風味

Steamed Bacon and Boiled
Seasonal Vegetables

島根産アナゴのソテーと
ジャガイモの焼きテリーヌ
トリュフの香りと共に
Sauted Eel with Potate Terrine長崎産ブリの炙り

島原名物ひょっつると
和ハッカのジュレ　バルサミコ風味
Broiled Yellowtail with ” Hyottsuru" , 
Mint Jelly and Balsamic Sauce

長崎ばってん鶏といちじく
リンゴのタルタル

ナッツとマスタード風味　
Chicken Ham and Fig ,AppleTartare Nuts

and Masterd Sauce

長崎産　紅葉豚ロースのグリル
アニス香る白ワインソース　

Grilled Pork Loin with White Wine Sauce

愛媛産　媛っこ地鶏と
三重さくらポークソーセージ

冬野菜の” ポトフ”
"Pot-au-feu" Soup with Chicken, 
Sausage and Vegetables.

長崎和牛
“出島ばらいろ” のロースト
トリュフ香るソースペリグー

(＋¥300）
Rosted Beef with Truffe Sauce

全国より “厳選ジビエ”
を使った本日の一皿

(＋¥500）
Today's Wild Game Meat

【冷前菜】 【温前菜】 【メインディッシュ】

●　乾杯スパークリングワイン
※アルコールがお苦手なお客様はノンアルコールカクテルでご用意致します。

Aperitif

●　本日のデザート
パティシエより本日のデザートをご用意

Dessert

●　食後のカフェ
コーヒー・紅茶・カフェラテ・ハーブティー

Coffee,Tea,Cafe Latte,Herb Tea,

●　冷前菜・温前菜・メインディッシュを下記より各１品お選びください。
Choice One From the List

●　お食事はじめの一皿
バズから小さな一皿のプレゼント
Starter

本日の
オススメ

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.



メインのお料理と

                     合わせてどうぞ

バゲット 4cut

ハーフバゲット 2cut

250

150

Bread

バター　 150
Butter

1/2 Bread

MAIN DISH ジビエ・豚・牛肉料理

2,500
全国より “厳選ジビエ” を使った本日の一皿
鹿、猪など・・・内容はスタッフにお尋ね下さい
Today's Wild Game Meat

今月の猟師の方をご紹介！

津市の罠師の
古田さん

各地方の猟師がこだわりの方法で仕留めたジビエを、その時に一番美味しく

お召し上がり頂ける調理法でご用意致します。シェフ渾身のひと皿です。

1,850長崎産　紅葉豚ロースのグリル　
アニス香る白ワインソース　　
Grilled Pork Loin with White Wine Sauce

長崎県産の “紅葉豚” はじっくりと火を入れて柔らかく、豚本来の甘味と旨みが絶妙です。

爽やかで豚との相性が良い八角（スターアニス）の香りを加えたコクのあるクリームソースに仕立てました。

2,150三重産　美熊野牛の極熟赤ワイン煮込み
Beef Stew in Red Wine Sauce

限りなくストレスを与えず一頭一頭大切に育てられた美熊野牛を、

時間をかけて赤ワインでホロホロになるまでじっくりと煮込みました。

美熊野牛の豊かな旨みは一度食べると忘れられない美味しさです。

2,450
長崎和牛
“出島ばらいろ” のロースト
トリュフ香るソースペリグー
Rosted Beef with Truffe Sauce

長崎が誇る黒毛和牛” 出島ばらいろ” は美しいサシと赤身バランスがよく、

柔らかで旨味たっぷり。グリルした香ばしさとじっくりとローストした

繊細な風味の両方の美味しさを併せ持ち、芳醇な香りのトリュフを使用した

「ソース・ペリグー」で贅沢に仕立てました。

イチオシ！

Recommended

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.

ホロホロ！



メインのお料理と

                     合わせてどうぞ

バゲット 4cut

ハーフバゲット 2cut

250

150

Bread

バター　 150
Butter

1/2 Bread

MAIN DISH ジビエ・豚・牛肉料理

2,500
全国より “厳選ジビエ” を使った本日の一皿
鹿、猪など・・・内容はスタッフにお尋ね下さい
Today's Wild Game Meat

今月の猟師の方をご紹介！

津市の罠師の
古田さん

各地方の猟師がこだわりの方法で仕留めたジビエを、その時に一番美味しく

お召し上がり頂ける調理法でご用意致します。シェフ渾身のひと皿です。

1,850長崎産　紅葉豚ロースのグリル　
アニス香る白ワインソース　　
Grilled Pork Loin with White Wine Sauce

長崎県産の “紅葉豚” はじっくりと火を入れて柔らかく、豚本来の甘味と旨みが絶妙です。

爽やかで豚との相性が良い八角（スターアニス）の香りを加えたコクのあるクリームソースに仕立てました。

2,150三重産　美熊野牛の極熟赤ワイン煮込み
Beef Stew in Red Wine Sauce

限りなくストレスを与えず一頭一頭大切に育てられた美熊野牛を、

時間をかけて赤ワインでホロホロになるまでじっくりと煮込みました。

美熊野牛の豊かな旨みは一度食べると忘れられない美味しさです。

2,450
長崎和牛
“出島ばらいろ” のロースト
トリュフ香るソースペリグー
Rosted Beef with Truffe Sauce

長崎が誇る黒毛和牛” 出島ばらいろ” は美しいサシと赤身バランスがよく、

柔らかで旨味たっぷり。グリルした香ばしさとじっくりとローストした

繊細な風味の両方の美味しさを併せ持ち、芳醇な香りのトリュフを使用した

「ソース・ペリグー」で贅沢に仕立てました。

イチオシ！

Recommended

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.

ホロホロ！



Buzz の魅力を味わい尽くせるお得なペア限定コースです !

MAIN DISH 魚・鶏料理PREFIX PAIR COURSE

1,450全国の契約漁港より直送 !

シェフ渾身の日替わり魚料理
Today's Fish Dish

全国の漁港より日替わりで届く、各地の魚をその時期で一番美味しい調理法でご用意！

日によっては珍しいお魚も入荷します！

白ワインに
ピッタリ！

900

おひとり様 3,600

ムール貝、あさり、あおさ海苔の
白ワイン蒸し　ココットに詰めて
Steamed Mussels 

ムール貝とあさりを潮の旨みが感じられるあおさ海苔と白ワインでさっぱりと蒸しました。

旨みの詰まったスープは是非バゲットに合わせてお召し上がりください。

1,650
愛媛産 媛っこ地鶏と
三重さくらポークソーセージ
冬野菜の” ポトフ”
"Pot-au-feu" Soup with Chicken, Sausage and Vegetables

愛媛が誇る「媛っこ地鶏」は肉質が柔らかで旨味とコクがあり、とても食べやすいのが特徴です。

その鶏を冬野菜と旨味たっぷりのソーセージと共にシンプルにポトフ仕立てにしました。

お好みでマスタードと合わせてお召し上がりください。

Sea Food

Bon a
ppétit

パテドカンパーニュ
Pate de Campagne

長野産信州サーモンのマリネと
冬野菜刺身こんにゃくの
グリーンサラダ

Marinated Salmon with
 “Sashimi Konjac” and  Vagetable Salad

北海道産たまねぎ丸ごと1個の
食べるオニオングラタンスープ

Whole Onion Soup

三重産さくらポークベーコンと
冬野菜のヴァプール
香草バター風味

Steamed Bacon and Boiled
Seasonal Vegetables

島根産アナゴのソテーと
ジャガイモの焼きテリーヌ
トリュフの香りと共に
Sauted Eel with Potate Terrine長崎産ブリの炙り

島原名物ひょっつると
和ハッカのジュレ　バルサミコ風味
Broiled Yellowtail with ” Hyottsuru" , 
Mint Jelly and Balsamic Sauce

長崎ばってん鶏といちじく
リンゴのタルタル

ナッツとマスタード風味　
Chicken Ham and Fig ,AppleTartare Nuts

and Masterd Sauce

長崎産　紅葉豚ロースのグリル
アニス香る白ワインソース　

Grilled Pork Loin with White Wine Sauce

愛媛産　媛っこ地鶏と
三重さくらポークソーセージ

冬野菜の” ポトフ”
"Pot-au-feu" Soup with Chicken, 
Sausage and Vegetables.

長崎和牛
“出島ばらいろ” のロースト
トリュフ香るソースペリグー

(＋¥300）
Rosted Beef with Truffe Sauce

全国より “厳選ジビエ”
を使った本日の一皿

(＋¥500）
Today's Wild Game Meat

【冷前菜】 【温前菜】 【メインディッシュ】

●　乾杯スパークリングワイン
※アルコールがお苦手なお客様はノンアルコールカクテルでご用意致します。

Aperitif

●　本日のデザート
パティシエより本日のデザートをご用意

Dessert

●　食後のカフェ
コーヒー・紅茶・カフェラテ・ハーブティー

Coffee,Tea,Cafe Latte,Herb Tea,

●　冷前菜・温前菜・メインディッシュを下記より各１品お選びください。
Choice One From the List

●　お食事はじめの一皿
バズから小さな一皿のプレゼント
Starter

本日の
オススメ

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.



長崎
旬産

Food Central Station

食のセントラルステーション

今回のおすすめ旬産地は 長崎県！
長崎各地から届く、海の幸や山の幸の
旬の食材たちをぜひご堪能ください！！

DESSERT デザート

800

ぶどう

パティシエ手作りのアイスクリーム
Homemade ice cream

1種 250～ みかん

岩手県産ミルクのアーモンド香るブランマンジェ　季節のフルーツ添え
Blancmange with Seasonal Fruit

650

Orange Pistachio Grape
林檎
Apple

ピスタチオ

650カカオ７０％ビターガトーショコラ×香り豊かなピスタチオアイス
 Bitter Chocolate Cake with Pistachio Ice Cream

ご一緒にカフェやデザートワインもどうぞお楽しみください。

長野産りんごのキャラメリゼと
ムースフロマージュのタルト仕立て　
Apple Tart and Cheese Mousse

長野県細田農園から取り寄せているリンゴはとても丹精をこめて栽培されています。

サクサクのバタークッキーにムースフロマージュをのせ、リンゴをキャラメリゼしたものと、

リンゴのシャーベットと共にお召し上がりください。

800

長崎名物カステラの” アイスブリュレ”
熊本産みかん・和ハッカの香り
Castella Brulee with Orange

長崎名物 “カステラ” をオリジナルレシピでしっとりと焼き上げた後に半凍りにし、

ザラメをまぶして香ばしくキャラメリゼしました。

熊本の柑橘農家” 吉良果樹園” から取り寄せている美味しいみかんを

自家製のアイスクリームに仕立て合わせました。

長崎市

雲仙市 島原市

対馬市

対馬では一本釣りが有名で、新鮮さを保つために
スピーディーに血抜きや内蔵の処理を行います。
そのためブリ本来の美味しさと新鮮さをしっかり
とご堪能頂けます。

対馬直送　ブリ

地元でとれた「わかめ」を麺状にした南
島原の特産品。長崎の方言で「ふと思い
つく」事を「ひょっと思いつく」と言う
ことから「ひょっ」と思いついた時に「つ
るっ」と食べてもらえるように食べやす
さを追求した、地元では給食にも出てく
る一品です。

島原市　ひょっつる

紅葉で有名な雲仙山麓で育て
られている事から「紅葉豚」
と名付けられ、島原地区で 4
名の養豚農家のみ飼育が許さ
れています。天然水とこだわ
りの飼料を与えられ、味わい
は旨味が濃厚で身は柔らかい
のが特徴です。

雲仙市　紅葉豚

種どりから自ら行い、こだわりの有機栽培で育
てた雲仙の伝統野菜を販売まで自分たちで行う
竹田かたつむり農園。自然との共生を実現しな
がら、彩り、風味豊かな野菜を生産されています。

雲仙市　竹田かたつむり農園

平成 24 年に「第 10 回全国和牛能力共進会」で日本 1位
を獲得した「長崎和牛」の中でも 8戸の生産者のみで飼
育されている和牛。「薔薇の花色」を連想させる赤身に、
ばら肉が厚い事がネーミングの由来となっています。味
わいは赤身と刺しのバランスが優れています。

長崎市　長崎和牛
出島ばらいろ

もみじ

表示価格は全て税別価格です。別途消費税を頂戴いたします。
All prices listed are tax excluded.Tax will be added to the total.



×
旅するメニューと Buzz ワイン

Buzzは、大阪梅田に居ながらにして、
日本各地の美味しい食材を通じて“旅”を

ご体験いただける食空間です。全国を巡って選りすぐった

純国産の旬の食材をフレンチの技で調理し、厳選したワインとともにご提案します。

DINNER MENU




