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ケ・セラ・セラ

RELAIS & CHATEAUX Chef Trophy 2019

　今シーズンも栃木の生産者さんの想い
が詰まった「とちぎフレンチ」を通して栃
木の魅力をお届けできるよう、オトワレス
トランは走り続けます。

4th  year  start

×　　　  

　『TRAIN SUITE 四季島』は東日本と北海道を走るJR東日本のクルーズト
レインです。オトワレストランは『四季島』が運行を開始した2017年より、車
内で栃木の旬を満載したフルコースの提供を続けています。今年は新型コ
ロナウィルスの影響で旅のスタートを見合わせていましたが、8月中旬に始
動しました。
　音羽シェフは春から秋の一泊二日コースで旅のフィナーレを飾るランチ
でおもてなしをします。そして今年は冬の二泊三日コースでも、とちぎフレ
ンチをお楽しみいただけることになりました。地域の架け橋になる特別な
列車の旅でお会いしましょう。

from  2017

画像提供：JR東日本



令和 2年度地産地消等優良活動表彰

　農林水産省は、全国各地の立地条件を活かした創意工
夫のある地産地消、国産農林水産物・食品の消費拡大の取
組を募集し、優れた取組を表彰する「地産地消等優良活動
表彰」を実施しています。昨年度、栃木県からは「足利マー
ル牛」（足利市）の循環型農業が生産部門で農林水産省食
料産業局長賞を受賞しました。音羽和紀シェフは、例年審
査員として関わり、全国の地産地消活動を応援しています。 

　NAFICは、農場から食卓への一連の流れに精通し、食と
農の世界を支える人材育成を目指し、高度な農業技術と
経営を学ぶアグリマネジメント学科と地域の食材を活かす
調理技術とオーナーシェフに必要なマネジメントやホスピ
タリティについて学ぶフードクリエイティブ学科から成る奈
良県立の大学校です。

　フードクリエィティブ
学科ではヨーロッパの
調理学校で主流とされ
る1人１ストーブ方式
を採用。調理の全工程
を1人でこなす技術を
習得します。また、校舎
敷地内の「オーベルジ
ュ・ド・ぷれざんす桜井
」では調理、サービス、
ルームメイキングの実
習にあたり、総合力を
身に付けます。

　音羽和紀シェフは、2016年にフードクリエイティブ学科を開設
するにあたり、カリキュラム編成からNAFICの活動に携わり、現在
は「惣菜」についてデリカショップ経営のノウハウを学生達に伝授
しています。

オトワレストランのお料理でホームパーティー 企業や学校へのケータリング
社内パーティー、謝恩会など、出張料理も承ります。

（少人数から100名様程度）
　ご自宅や別荘にシェフがお伺いし、特別な料理をお作りします。お
料理にふさわしい器、カトラリー、ワイングラスによるテーブルセッテ
イングまでお任せください。サービススタッフのおもてなしで、オトワ
レストランの雰囲気をお楽しみください。

・目安として10名様以内
・栃木県内
・リクエストをお聞きしてお料理、
　ご料金を提案させていただき
　ます。詳しくはオトワレストラン
　までお問合せ下さい。

　Otowaの料理をボックスにお詰めして配達いた
します。ランチミーティング、研修会、社内接待など
でご利用下さい。
　・ボックスにオードブル、メイン、デザートをお
　　詰めします。
　・3,500円/5,000円 税別

〈新型コロナウィルス感染拡大に関する取組〉
・会食時は席間隔を広めに取らせていただきます。
・店内ではマスク着用にてお過ごし下さい。
・手洗い、手指の消毒にご協力下さい。
・体調不良時は参加をご遠慮下さい。

　ご家庭でワインを楽しむためのグラスの選び方、注
ぎ方、アペリティフやホットワインなど簡単にできるア
レンジなど、実演をご覧いただきながら、ワインタイム
を楽しむコツをお伝えします。

■ 講　師：オトワレストラン  ソムリエ  山田 昌博/音羽 創　
■ 会　場：オトワレストラン　
■ 参加費：4,000円
■ 定　員：8名様　

■ 会　場：オトワレストラン　
■ 参加費：8,000円
■ 定　員：6名様　
■ お持物：エプロン

　旬の野菜をふんだんに取り入れる、ナチュラルなOtowaフレンチのレクチャー
を厨房内で受けていただいた後に、音羽シェフを交えてゆったりと会食を。おも
てなしや普段の家庭料理にも応用できるメニューを楽しく学びませんか。

　～レッスンの流れ～

〇 シェフのデモンストレーションをご覧いただきます。（約50分）
　　※お客様ご自身の実習はございません。
〇 お食事・コミュニケーション（約90分） 
　 …デモンストレーションをご覧いただいた料理をコース仕立てでお
　 楽しみください。音羽和紀シェフもテーブルに付き、料理観など歓
　  談させていただきます。

Salon d’ Otowa Cuisine 
音羽シェフの料理サロン
10月1日（木）・10月22日（木）

11:00～13:30　※両日同じ講座内容です。 おうち時間を大切にする生活が定着した2020年。パーティースタイルも変わり、多世代が安
心して集えるホームパーティーを行うご家庭も多くなってきているようです。ご家族の記念日
や誕生日、近しい人をお招きするときに、ご自宅でもレストランのようにおくつろぎいただけ
る出張料理をオーダーする、新しいパーティースタイルをご提案いたします。

オトワレストランの出張料理&　　　　　　　
　　　　　　　　ケータリングサービス

おうちでワイン講座
10月 7日（水）・11月11日（水）

14:00～15:30　※両日同じ講座内容です。

【ご予約】ホームページのご予約画面または
お電話にて承ります。
℡ 028-651-0108

【ご予約】ホームページのご予約画面または
お電話にて承ります。
℡ 028-651-0108

講師：音羽 元・ 音羽 創

　オトワレストランは、今年もフランス
レストランウィーク2020に参加しま
す。期間中はレストランウィーク限定
コース（8,000円税サ込）をご提供し
ます。フランス料理をおトクに楽しむ
秋の20日間。ご予約をお待ちしており
ます。
■ 予約開始 : 9月1日 (火)
　 午前 10:00 ~ 
　ご予約はフランスレストランウィー
　クのホームページより承ります。　 
　オトワレストランの営業時間内は
　お電話でもお受付けいたします。

 ダイナースクラブ会員の方は８/25
　（火）10：00より先行予約、ウェルカ
　ムドリンクサービス。

■ 限定コースは1日お二組限定とさ
　 せていただきます。
　 満席の際はご容赦下さい。

※画像はすべてイメージです。

Personal Chef  & Catering Services



mer sol

オトワレストランの出張料理
オトワレストランのお料理でホームパーティー

作る楽しみを、お料理好きなあの人へ。
　音羽和紀シェフのレシピ本は、贈り物にも好評です。

『この地でフランス料理をつくり続けていく。
　　故郷に愛され、発信するフランス料理店。素材・人・料理』
音羽和紀シェフの集大成。栃木の四季折々の食材や絆の深い生産者の食材を
使った200余品のレシピと料理人の想いを綴った大型本。　　　　   6,050円

サラダ好きシリーズの第2弾
『サラダ好きのシェフが考え
たサラダ好きに贈る137の
とっておきサラダ』  1,980円

サラダ好きな方には・・・
『サラダ好きのシェフが考え
たサラダ好きのための131
のサラダ 』             1,980円

スイーツ好きな方に贈る
シンプルデザートレシピ
『なんでもデザート』

2,640円

おうちでワインを楽しむ方
には・・・
 『なんでもオードヴル』　
　　　　　　　 3,190円

【一の重】 
栃の木黒牛のローストビーフ
アーティチョークのマリネ
フォアグラのパルフェ 
真岡産パッションフルーツのソース
蝦夷あわびのヴァプール  若山農場の筍添え
日光大滝さんのプレミアムヤシオマスのマリネ

【二の重】 
キャヴィアとカリフラワーのムース
天使の海老のポシェ  ソースヴィェルジュ
林屋の鰻の赤ワイン煮  栗を添えて
ジャンボンペルシェ
帆立貝と茸の松の実風味
湯波入り魚のテリーヌ  オーロラソース
※食材調達の都合によりメニューの一部が
　変更になる場合もございます。

おせちオードヴル  二段重   30,000円（税別、3～5人前）
　　　ご配送日　2020年12月31日／2021年1月1日
　※店頭お渡しは12月31日のみ
　※ご配送はクール宅急便となります。
　※一部のエリアの配送はお承りできません。

一 の 重
ニ の 重

　栃木のテロワール（風土）を追求した美味なるオードヴルをおせちスタイルに仕立てました。
すべてオトワレストランで作り込む逸品です。とっておきのワインとご一緒におたのしみ下さい。
12月31日・1月1日お届けのご配送も承ります。遠方の方へのギフトにもどうぞ。

オトワレストラン「おせちオードヴル」
‒栃木のとっておきの美味で、新年をお祝いしましょう‒

　クリスマスを待つアドヴェント（待降節）シーズンの伝統菓子です。
音羽シェフがヨーロッパ修業中にドイツのシェフより伝授されたレシピをもと
に、30年以上大切に作り継いでいます。
　・クラシック（マジパン入）　3,300円
　・スタンダード　2,200円
　・ミニ　1,500円　　※表示価格は、消費税別

クリスマスのお菓子STOLLEN
シュトーレン

OTOWAホームページのネットショップより
ご注文ください。

おせちオードヴルのご注文方法

〇 FAX：ホームページより申込用紙を印刷してご利用下さい。
　 （FAX送付先　オトワレストラン　 028-651-2310) 

美味しさがつなぐ ―ギフト&お取り寄せコレクション―

9月中旬
受付開始

À la carte 
　　ー新年の食卓を華やかに～おせちとご一緒にどうぞー

◆ フォアグラ のパルフェ　
　 上質なフォアグラのなめらかなムース。
◆ オマール海老のポシェ フレッシュレモン添え
　 海老を姿のままボイル。お正月には欠かせません。
◆ 音羽シェフの伊達鶏カレー（自家製ピクルス付き）
　 骨付き鶏の旨みを味わえるスパイシーカレー。
◆ マロンケーキ
　 30年以上作り続けている音羽シェフのスイーツです。
　 パンプティングにチョコレートスポンジと栗を加えた優しい味わい。
　※表示価格は、消費税別

3,800円

4,200円/1尾

3,500円/3～4人前

1,900円/5～6人前

Bonne année  2021
Joyeux Noël

オトワレストランお食事券ギフト
大切な方に至福のひと時を贈りませんか。 

※レシピ本はOtowaネットショップからもお求めいただけます。

「宮の食べトクチケット」と「とちぎ応援プレ
ミアムチケット」をご利用いただけます。

　オトワレストランの出張料理でご家族の記念日や特別なホームパー
ティーをなさいませんか。シェフとサービススタッフがご自宅や別荘に
お伺いし、調理からサービスまでいたします。
　器、カトラリー、ワイングラスなどのテーブルセッティングもお任せくだ
さい。個別にリクエストをお聞きしてお料理やパーティースタイルにつ
いて打ち合わせをさせていただきます。お気軽にお問合せ下さい。

OTOWAネットショップまたは
店頭でお求めいただけます。



　グリーンアスパラガスと牡蠣、
　　　赤ワインヴィネガー風味（音羽 和紀） 
　みずみずしさが魅力の走りは、アスパラガスをストレートに楽しむ料理
に仕立てるのが私の定番です。アスパラガス、田ゼリ、牡蠣それぞれの火入
れ具合、和え具合が最善のタイミングで盛り合わせるのも大事で、そんな
一瞬にかけるからこそ生まれる勢いのあるおいしさが、私の料理の核にあ
ります。

　ハマグリの白ワイン蒸し　
　　青のり風味のブールフォンンデュ（音羽 和紀） 
　ハマグリは、はっきりとしたキャラクターがあるというより、季節の香りを
軽やかに伝えてくれるところに魅力があるように思います。そんな出はじめ
のハマグリをふわりとやさしく表現したいと考え、米と組み合わせました。
「ハマグリと米」という組み合わせ以外の具体的な仕立ては、撮影直前に考
えをまとめて仕上げました。一気に作ることで、それが料理の勢いになると
思っているんです。

　Ａｓｐｅｒｇｅ（音羽 元） 
　アスパラガスの魅力を多面的に表現した3品構成の料理を作りました。
この料理を実現するには、各セクションが連携し、完成度の高いパーツを
作る必要があります。そのためには、何よりスタッフ教育に力を入れねばな
りません。そうした総合力があるからこそ作りだせる料理に力を入れたいと
考えています。

　『蛤』フランとセビーチェ（音羽 創） 
　ハマグリを2種類に仕立てた前菜を作りました。フラン発想の原点は日本
料理のハマグリのお吸いもの。他の貝にはないきれいな旨みと香りを純粋
に味わえるのがハマグリのお吸ものですが、なんとかそれをフランス料理で
表現したい。もう一つの料理は、ペルー料理のセビーチェに着想を得ていま
す。ハマグリはマリネせず、ヴィネグレットを提供直前にかけて、酸味と香り
を“添える”のみ。穏やかに火を入れたハマグリの身のおいしさを味わってい
ただきたいからです。細やかな作業とできたてのおいしさを両立できるの
は、当店の厨房が10人強のチームによる連携で動いているからです。

―営業中はマネージャーとし
てサービスを担当しています
が、メニューは兄弟で対話し
ながら考案します。料理を熟
知した人間がフロアを守る
のは大きな強みです。兄と私
がいて父が見守る。だからこ
そ可能な料理と運営を意識
しています。―So

―父は料理を追求する一方
で、次世代である私たち、そ
の次の世代も見据えて「オト
ワレストラン」のプランを練
ってきました。そのバトンを
継ぎつつ、この店の現在の形
を示す料理を作るのが、私の
役割です。―Hajime

　4月より料理専門誌『専門料理』（柴田書店発行）でスタートしている連載「父子の遺伝
子とガストロノミー」は、音羽和紀、音羽元、音羽創の父子3人がテーマ食材に基づいて
料理を披露します。三者三様の素材や料理との向き合い方や、それでも共通する地域に
根ざす想いを読者に伝えています。　「市政研究うつのみや」は、宇都宮市の研究論文、まちづくり活動報告などを掲載する研究誌です。今号で

は音羽和紀シェフのまちづくり活動について取り上げていただきました。掲載文の一部を紹介いたします。

発行：うつのみや市政研究センター

市政研究うつのみや　第16号

月刊 専門料理（柴田書店発行）にて連載中。撮影／天方 晴子　取材・文／柴田 泉

5月
ハマグリ

4月
グリーンアスパラガス

　仔羊のロースト、みのりチーズの
　　　　　　　　　　グラティネ（音羽 和紀） 
　「肉とチーズ」という組み合わせは定番ですが、肉の中でも独特の風味が
ある仔羊に、燻製ヨーグルトとチーズ、フグの卵巣の糠漬けを重ねること
で、変化球的なニュアンスが加味されます。まろやかながらどこか印象的。
そんなバランスを作りました。

　仔羊のロティ、ホタルイカのクーリと
　　　　　　　　　発酵筍のクスクス（音羽 元） 
　今回の仔羊（フランス産）のように、土地を超えて食材を取り入れるのも
オトワのスタイルです。地元のお客様に当店の新たな魅力を発見していた
だくと同時に、より力強く料理を発信したい。そのためにも常にアンテナを
張り、進化し続けたいと思います。

6月
仔羊

「料理人の“まちづくり”」 音羽 和紀

ヨーロッパの食・農・観光のつながり
　フランスの農のブランドにAOC（Appellationd'Origine Contrôlée）
制度がある。農産物、ワイン、チーズ、バター等の品質を保証する認
証で、製造過程や品質を特定の条件を満たしたものに付与される。
各生産物には委員会が設けられ、品質保証の厳格なチェックを継続
し、違法製造や販売を厳しく管理している。たとえば、フランスのブレ
ス地方。AOCブレス鶏の産地で、シャペル氏が特に大切にしていた食
材だったから、修業時代からこれまで頻繁に訪ねてきた。この地域の
三ツ星レストランのオーナーシェフがブレス鶏委員会の会長を務め、
（シャペル氏は前会長）生産者と料理人が連携して、フランスが誇る
この鶏の品質を守っている。三ツ星店では最高級のブレス鶏料理を、
街場の店ではブレスの郷土料理と地酒を。名食材を軸に食と農と観
光が円滑にまわっている。
　観光資源を活かし観光客を受け入れるハード（交通、宿泊、イン
フォメーション）、訪れた人をもてなし、地域の価値を高めるソフト
（食、アクティビティ、コミュニケーション）の両輪で、地域の良いところ
を掘り起こしているのが、フランスの食・農・観光の在り方だろうか。

大谷のポテンシャル
　フランスの食・農・観光の在り方は日本でも参考にできる点が多
い。とくに、大谷のような観光資源がありながらも未開拓の地なな
おさらだ。大谷周辺は「新里ねぎ」「新里ゆず」など特産品もあり、
収穫される野菜もおいしい。大谷の地下水を活用した「大谷夏い
ちご」栽培や洞窟内の冷気によるワイン貯蔵などユニークな試み
も行われている。
　オーストリア・ウィーンには「ホイリゲ」と呼ばれるワイン居酒屋が
ある。大きなグラスやジョッキに注いだワインと地元のチーズ、自家
製ハム、バーベキュー。ホイリゲには音楽がつきもので、流しのバイ
オリン、アコーディオン、ギターが賑やかに演奏される。週末はハイ
キングや散歩のついでに立ち寄るファミリーや観光客でにぎわって
いる。そんな場所が大谷のロケーションにぴったりではないか。
　ものづくり県栃木らしいアーティストが表現できる場として、木
工、陶芸、フレスコ画、彫刻、壁画など、若い芸術家や職人が工房
を構えてもよい。壁を活かした彫刻、壁画、光と影、音、色…五感に
響く美術館。もちろん地下空間と地上をフルに使って今までにな
い世界観を創造できる。野外コンサートやミュージカル、ウェディ
ング、自転車ロードレースなど、アートやスポーツとロケーションを
連動させるところに創生の可能性がありそうだ。そして、旅人をも
てなす食や宿泊の魅力はどう在るべきか。大谷のまちづくりが、宇
都宮の可能性を広げるのではなかろうか。

大谷の美しい“村づくり” 
　フランスの地方の観光地化運動「フランスの最も美しい村」。協
会が定めた基準をクリアした村が認証される制度で、人口制限、観
光案内所や宿泊所の有無、最低二つの遺産・遺跡（景観、芸術、科
学、歴史）があり土地利用計画で保護のための政策が行われてい
るなどの基準がある。日本でも同協会の制度が立ち上がっていて、
栃木県では那珂川町小砂地区が認証されている。
　フランスの“美しい村づくり”にヒントを得て、大谷のテロワール
（風土）を芸術や食と結びつけて発信しようと唱えるシンポジウム
を2019年の9月と2020年の2月に開催した。各回とも100名を超
える聴講者があり、大谷の未来について関心を持つ人の多さを実

感した。このシンポジウムは、当初は私個人で小規模に行うつもり
であったが、宇都宮の経済人、アーティスト、地元の方の賛同をい
ただき、宇都宮市の協力もあり、多くの市民に参画してもらえたこと
で、“大谷のまちづくり”に一石を投じることになったのではないか
と思っている。

“まちづくり”を次世代へ
　料理の道に入り、多くの出会いがあり、経験をしながら、目標に
向かって歩みを進めてきた。店舗数や販路を拡大するのではなく、
地域の生産者とつながり、お客様と深まり、料理もサービスも常に
磨き、質をたかめることを大切にしたい。そして、情報も人の移動も
かつてのスピード感とは比べようがないほどに早いこの時代、常に
世界を視るべきとも思っている。
　オトワレストランは2014年にはホテル・レストランの世界組織
「ルレ・エ・シャトー」に加盟認証を受け、日本国内のみならずハイク
ラスな旅を求める海外からの旅行者を積極的に受け入れ始めた。
その縁もあり、同協会加盟の欧米のレストランシェフ達との交流、
交換研修、現地でのイベント開催など、地球規模での食の交流が
やりやすくなった。国内ではJR東日本「TRAIN SUITE四季島」車内で
の栃木フレンチの提供に携わるなど、地方の良さを見直そうという
潮流もあり、「栃木の食」を発信する機会にも恵まれている。
　日本とフランスにおける活動に対して、おかげさまで多くの賞を
いただいた。フランスのブレス鶏委員会より「プラルディエ」の称号
他オリーブ、トリュフなど本場の産地からの表彰、フランス料理アカ
デミー会員認定、フランス共和国農事功労章シュヴァリエ、農林水
産省「料理マスターズ」はブロンズ賞からシルバー賞へ昇格、ル
レ・エ・シャトーより「シェフトロフィー2019」、そして栃木の食文化
への貢献として料理人では初の「栃木県文化功労者」。かつて店を
始めるとき、地方の食文化を豊かにするには先人の自分が絶対に
失敗できないと決意していたから、これらの栄誉はとてもありがた
く受けとめている。
　しかし、理想の店づくり、まちづくりはまだ途上だ。フランスの星
付きレストランやオーベルジュは世襲が多く、代々その地に根づ
いてテロワールに溶け込んでいる。日本では老舗の料亭がそれに
あたるが、フランス料理界はそこまで成熟していない。
　二人の息子は料理人で、長男は私と同様に『アラン・シャペル』
でシャペル氏の後継者に薫陶を受けシャペル哲学を受け継いだ。
現在はオトワレストラン料理長を任せている。次男は塩釜や東京
の名シェフに師事し、フランス修業の後東京の姉妹店でミシュラン
の一つ星をいただき、今は宇都宮に戻っている。長女は英米の大
学でホスピタリティビジネスを修めたことを活かし、サービスやマ
ネジメントで家業を盛り立てている。彼ら三人の子供たちを中心
に、ベテランスタッフも若手も、昨日より今日、今日より明日、よい店
にしようと前を見て進んでいる。
　食の安全や労働環境など、経営するうえで真摯に向き合ってい
かないとならない課題も山積みだ。より安全で質の高い料理を提
供するための仕組みは？家族と仕事のバランスは？男性も女性も、
若くてもそうでなくても、やりがいを持って働き続けるには？多くの
人と食の幸福を共有するには、整えなければならないことがある。
栃木・宇都宮を誇りに思える故郷にするために、私たち料理人がす
べきことがある。自分の世代が出来ることを全うし、次世代にバト
ンを渡せるよう、食を通した“まちづくり”に、さらに情熱を注ぎたい
と思っている。　　　　　　　　　　　　　　　   （2020年3月）
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ランチ　11:30～13:30
平日・土曜日　17:30～
日曜日　17:30～
定休日　月一回不定休
宇都宮市曲師町1-7
Tel.028-632-0402（旧セラヴィ）レストラン＆パーティー シテ  オーベルジュ

mariage
オトワ マリアージュ

　　

Otowaウェディングコンシェルジュ
がお二人らしいウェディングパーテ
ィーのサポートをいたします。

見学もお受付いたしております。
お電話・メールにてご予約下さい。mariage

Otowa 栃木テロワール・フレンチ

宇都宮市西原町3554-7 Tel.028-651-0108
便利なオンライン予約もご利用下さい。

ランチ 金･土･日  
ディナー 火～日 
定休日　月曜日・火曜日不定休
ランチは前日まで、ディナーは当日の
15：00までにご予約をお願いいたします。

11:30～13:00 （L.O）
17:30～19:30 （L.O）

■ご家族のお集まりに
　バースデー、結婚記念日、お顔合わせ、ご結納、お食い初め
　などの慶事、ご法事等の弔事も承っております。
■大小パーティー、講習会、コンサート、講演会、食育講座など
　着席/立食、人数、貸切などご相談下さい。

出張料理・ケータリングサービス
　特別なホームパーティー、別荘での
お集まりに、特別な料理でおもてなし
のお手伝いをいたします。10名様以
内を目安にご相談下さい。
　また、Otowa製ランチボックス
（3,500円/5,000円（税別））は配達
も承ります。事前予約となりますので
お問合せ下さい。

記念日セット
アペリティフ2名様分とフラワーミニブーケ

　　　　　　　　　　　　　　5,000円

旧市街や町の中心を表す“cité”。宇都宮の街中で出会い、交流するレストラン空間です。ワイ
ン一杯から会食、小宴から貸し切りパーティーまで、あらゆるシーンでご利用下さい。

C  Ryo  HATA

C  Ryo  HATA

オトワレストラン 日曜日のディナーも
営業しております。

パーティー、集まりごとだったらCité Auberge

石の街大谷のマリアージュも承ります。

シテ・オーベルジュパーティー
再開予定は

ホームページでおしらせします。

RELAIS & CHATEAUX Chef Trophy 2019

ヨーロッパ各国の料理とワインを楽しめるレス
トランバー。大小パーティーも承ります。
※パーティー料理3,000円～（税・別）　40～60名様

マリアージュ・パーティールーム
※着席～50名様　立食もご相談下さい。
　プロジェクターやマイクご利用可

海と土をイメージした個室　２～８名様
※個室はコース料理6,000円（税・別）
より承ります。

パーティー料理3,000円～（税・別）　
20～40名様
　　　　　　

メール

ソル

シエル

セ・ラ・ヴィ

ラ・フェット

ジャルダン

ゆったり食事もできるテラス席

テラスで乾杯

マリアージュ専用　Tel.028-651-2320　　
mariage@otowa-artisan.co.jp　　

■メニュー（昼夜共通）

　メニュー ルレ・エ・シャトー
　イマージュ ドゥ オトワ

　レジオン（お昼のみ）
   （フランス地方料理をイメージしたコース） 　（税・サ別）          

  15,000円
 10,000円

6,000円

オーベルジュのフレンチドレッシング
～野菜が好きになる、ロングセラードレッシング～

フレッシュオニオン、りんご酢、オイル、ほんの少しのマスタ
ード。おうちごはんで大活躍する無添加ドレッシングです

<オールマイティな使い方>
・茹で上げたお野菜にかければ温野菜サラダに。

・野菜炒めにひと振りでさっぱり仕上げ。
・生姜、醤油、味噌をプラスして和風に。
・旬の生野菜にかけて新鮮サラダに。

東武宇都宮百貨店B1

宇都宮市駅前通り3-6-5  Tel.028-678-8670
JR宇都宮駅西口より徒歩3分

（リッチモンドホテル宇都宮駅前アネックス１階）
P有・2時間無料

オトワキッチン
月～金
土・日・祝

6:30～
7:00～

9:30 （L.O）
10:00 （L.O）

モーニングサラダ、オードヴル、メイン料理、スイーツ。安
心してお召し上がりいただける自家製の洋惣
菜を取り揃えてます。

デリカショップ オーベルジュ
（東武宇都宮百貨店B1）

Delica

オトワレストランの
個室は2部屋。
4名～8名様にてご
利用いただけます。

オーベルジュのドレッシング・マヨネーズはすべて無添加です。

JR宇都宮駅徒歩3分の
好アクセス。

ランチ・ディナーの貸切パーティー、
大小会食のご予約も承ります。

ご結婚という人生の節目を、今だからこそ大切にし
て頂きたい。そんな想いで新郎新婦様とご一緒に
思い出の演出をサポートさせて頂きます。

○アトリウム○
吹き抜けのプライベートな空間を貸し切って数名から
20名様でご家族中心のお食事会ウェディング

○個室・テラス○
新郎新婦お二人だけでのフォトウェディングや、
近しいご家族様のみでご結婚記念のお食事に
※レストラン内2階のチャペルにてキリスト挙式や

人前式もご案内致します。
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