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Club  Atlās

【今回このパーティーを開催するにあたり、ご協力、ご協賛頂いた方々】

撮影協力：㈲ アートファイブ

一般協力： ㈱ CUISINE KINGDOM「料理王国」　  ㈱ ぐるなび                         

　　　　　　 ㈱ナガヨ

演奏協力： カレン様　　　　　 　　　　 　満島 貴子様

オークション協力： ㈱ 創美　　　　　　　　　　　 ㈱ 中尾アルミ製作所             

ブース出卓協力：㈲ エモントレーディング　　 　㈱ フェルミエ       　　　　　

食品協力：㈱ＴＭＴ　　　　　　　　　  　明石浦漁業協同組合

          　  ㈱アルカン                          　㈱魚辰

　　　　   愛媛県                    　　　　　㈱エレゾ社　　　　　

    　　  　かね七水産㈱  　　　　　　　   川島食品㈱

 　　  　　クリスマスアイランド 21 ㈱      ㈱サカエヤ　  

 　　　  　タカナシ販売㈱           　　　　伊達水産㈱　　　　　　　　  　

               千葉県いすみ市                       築地 ㈱上芳商店     

               築地 ㈱タケイ                         築地 ㈱濱長  

            　鳥取県        　　　　　         　㈲長谷川農産    

               ㈱はせべ                                ペルノ・リカール・ジャパン㈱

　　　　　マコジャパン㈱　　　　　　　  ㈱丸和商店

 　　　  　㈱三井                    　　　　　㈲ミナト商会　　

 　　　  　モアーク㈱　　        　　　　　㈱涼　　　　　　　　

    　　  　㈱彌（ワタル）                                                    　敬称略



Entrées froides 　冷製料理 Plats chauds   温製料理

Desserts   デザートFromage   フロマージュ

相原　薫

飯塚 隆太

レストラン リューズ

進藤　佳明

レストラン　ジョンティ　アッシュ

　

松本 浩之

レストラン FEU

岡本 英樹

ルメルシマン オカモト

渡辺 雄一郎

　　ナベノ ｰ イズム

古屋 伸行 

フランス料理文化センター

菊地　美升

ル ・ ブルギニオン

　

エモントレーディング協賛

Thazard fumé

Ballottine de volaille

Saurel pané aux fines herbes et ratatouille

Daurade “Akashi” et St-Jacques marinés

Terrine de poireau avec mousse de foie de volaille , vinaigrette aux truffes

La farine de sarrasin et gelée d’ algues

Charcuteries assorties de porc “Aino”

Gaspacho et tartine de sardine 

“Pierre Oteiza” Jambons crus , saucisson…

Flan de homard

Daurade “Akashi” en croûte de sel , sauce bouillabaisse

Couscous aux fruits de mer

Bœuf Bourguignon

Poulet laqué aux épices orientales

Porc rôti au piment d’ espelette avec aubergine et piment “Manganji”

Gigue de chevreuil rôti aux champignons

Barbecue

海野　光生

レストランＯＺＡＷＡ

大村　龍一郎

Ｑ．Ｅ．Ｄ　ＣＬＵＢ

大西　孝典

ル ・ トレトゥール０２４

川端 清生

テロワール カワバタ

清水 郁夫

ユニマットプレシャス

伊藤 文彰

ルヴェソンヴェール東京

生井　祐介

小山　英勝

ストラスブール

オマール海老のフラン

明石産真鯛の岩塩包み焼き　ソースブイヤベース

魚介類のクスクス

ブッフブルギニヨン

伊達鶏のラケ　オリエンタルエピス風味

岩中豚肉のロティ　ピメンデスプレット風味　茄子と万願寺唐辛子添え

北海道からの夏鹿　モモ肉のロティ 茸添え

バーベキューコーナー

鳥取和牛　千葉産 （器械根） 伊勢海老　夏鹿　野菜…

鰆の燻製

媛っこ地鶏のバロティーヌ　

ラタトゥイユと鯵の香草パン粉焼き

明石産真鯛と帆立貝柱のマリネ

ポワローのテリーヌ　地鶏のレバームース添え　トリュフのドレッシング

“両国江戸蕎麦ほそ川” の蕎麦粉をソースエミュリュッショネの技法で炊き上げたそばがき、

奥井海生堂蔵囲い 2 年物香深浜昆布のジュレと塩雲丹、

ズワイガニ、 おろしたてワサビのコンビネゾン

愛農ポークを使ったシャルキュトリ取り合わせ

ガスパチョとイワシのタルティーヌ

ピエールオテイザ　生ハム、 サラミなど

フレッシュチーズ取り合わせ

色々なパン

フェルミエ協賛

アルカン協賛

デセール　バリエ
中嶋 寿幸 

ロアラブッシュ

Desserts variésPlateau de fromages

Pains variés


