Sausage fest ソーセージフェスト

Home of organic, premium sausages. Made with love
in the heart of Kumamoto Prefecture, Japan.
熊本県のプレミアム自家製・オーガニックソーセージです。

Ladislav Hajzman

Started his career in the Czech Republic and moved to the UK at the age
of 20 to cut his teeth in Londonʼs West End kitchens, with a focus on
continental̶mainly French̶cuisine. Worked at various establishments
in the UK, honing his skills over the course of 5 years, then relocated to
Japan in 2008. Spent 8 years as a manager of the Ambassadors Residence
at the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Tokyo, where he
organized and oversaw thousands of events with foreign dignitaries and
members of royal and imperial families in regular attendance.
After leaving the Embassy, Ladislav established HBF-Japan, specializing in
hospitality business consulting, full service catering, and event planning
and management. In 2017, he decided to start a new venture in rural
Kumamoto after falling in love with the prefecture and its people. The
Sausage Fest restaurant was opened in October 2017 surrounded by the
mountains of Sakamoto and, despite its remote location, quickly gained
a following and recognition for its quality oﬀerings and use of local
ingredients. Sausage Fest was also awarded Bib Gourmand in the 2018
Kumamoto/Oita edition of the Michelin Guide. In the early months of
2019, Ladislav decided to expand the business by opening a production
facility focused on delivering the ﬁnest sausages and charcuterie to our
customers.

ラディスラブ・ハイジマン

チェコ共和国でキャリアをスタート。
ロンドンのウエストエンドにある厨房で
経験を積むために20歳でイギリスに渡った。
コンチネンタル料理の中でも
主にフランス料理を中心に学ぶ。
その後、5年間、
イギリスの様々な施設で
働きスキルを磨く。2008年来日、東京都にあるオランダ王国大使館大使公
邸マネージャーとして８年間勤務。
その間、休むことなく各国政府の高官
や、王室、皇室の方々のために、何千ものイベントを企画監督する。大使館を
去った後、ホスピタリティビジネスコンサルティング、
フルサービスケータリ
ング、
イベントプランニング、
マネジメントに特化した会社”HBF-Japan”を設
立。2017年熊本県という場所とこの地にいる人々を愛し、
ここで新たなベン
チャーを開始。2017年10月に、
ソーセージフェストレストランを開業。山の
中に位置し、都市部から遠く離れているのにも関わらず、地元の食材を用い
素晴らしい品質の料理でもてなすことで、
とても短い期間の間にレストラン
のファンを増やし、認知度を上げた。
『ミシュランガイド熊本・大分2018特別版』
ビブグルマン認定を受ける
。2019年、
ラディスラブは事業を拡大することを決意し、高品質のソーセー
ジのデリバリーとシャルキュトリに焦点を当て、加工工場をオープン。

Ladislav Hajzman
Owner/chef

Our products

We pride ourselves on striving for the best. Our products are made with
the ﬁnest organic ingredients from Kumamoto Prefecture, including
local pork, wild boar, horse, venison, seafood, and vegetables.
To our wholesale customers, we currently oﬀer sausages, bacon, and
several condiments (our original pickles, our braised red cabbage, and
our honey-mustard sauce made with Sakamoto honey) to accompany
them.
As we have done in the past, we are also interested in working with
customers to create original products suitable for their needs.

ソーセージフェストが作るもの

Venison salami
鹿のサラミ

最上のものをお届けすることに誇りを持っています。
私たちが作るものは、豚肉、イノシシ肉、馬肉、鹿肉、
シーフード、野菜全て
に渡り、最高品質の県産のものを使用しています。
現在、
ソーセージ、ベーコン、および自家製ピクルス、赤キャベツの蒸し煮、
お店がある地元の坂本の蜂蜜を使用したハニーマスタードなどの数種類
の調味料を卸売りのお客様にご提供しております。
これまで対応してきていますが、お客様のニーズにあったオリジナル商品
をお客様と共に作る準備もできております。

Current product lineup

sicilian fenneL / シチリアンフェンネル

Sicilian-style sausage. 100% Kumamoto pork.
Fennel, garlic, salt and pepper̶simple yet awesome.
Our number one seller.
当社の人気NO1商品。南イタリア・シチリア島スタイルのソーセージです。
熊本県産豚肉100%、
フェンネル、塩胡椒、ニンニクを使用。

Nutmeg and sage / ナツメグ&セージ

100% Kumamoto pork with a generous amount of nutmeg, sage, garlic, salt,
and pepper. Best matched with nice craft beer. Our second best seller.
当社の人気NO2商品。ハーブの香りが楽しめるソーセージです。
熊本県産豚肉100%、
ナツメグ、セージ、塩胡椒、ニンニクを使用。

hot chorizo / ホットチョリソー

100% Kumamoto pork, paprika, caraway, garlic, salt, pepper, bit of brown
sugar, and a serious amount of habanero peppers. This one packs a punch!
Only for heat lovers.
パンチがある辛さが病み付きになるソーセージです。
熊本県産豚肉100%、ハバネロ、パプリカ、キャラウェイシード、塩胡椒、ニンニ
クを使用。

Wild Boar /イノシシ肉

Wild boar from the beautiful mountains of Yamato, fennel, nutmeg, lemon
peel, garlic, salt, and pepper. An amazing gibier delight.
臭みがなく、
ジビエが苦手の方がファンになるほどの旨味のあるジビエソーセ
ージです。
熊本県上益城郡山都町のイノシシ肉100%、フェンネル、
ナツメグ、塩胡椒、ニ
ンニクを使用。

YuzU / 柚子

Sweet and seductive. 100% Kumamoto pork, yuzu from Ogawa, salt, pepper.
Popular with kids and female customers..
熊本県宇城市小川町の柚子を使用。少し甘みのあるソーセージです。
熊本県産豚肉100%、熊本県産柚子、塩胡椒を使用。

Smoky bacon / スモーキーベーコン

Our original bacon cured with a secret blend of 10 spices, salt, brown sugar,
and maple syrup. Smoked with a mix of hickory and apple hard wood. What
else is there to say...?
10種類のオリジナルスパイスで味付けをし、ヒッコリーと林檎で燻製した風味
豊かなベーコンです。

”Hot chorizo plate”
自家製ベーコン

Vision for the near future

In the near future, we plan to expand our operation and include larger facilities to dry age select cuts of beef, whole hams, salami, and other carcuterie
for our select wholesale customers. Also in the works is a microbrewery
with a focus on sour ales produced with local wild yeast strains and aged in
wooden barrels. As an agricultural powerhouse, Kumamoto Prefecture has
an amazing potential for growth and we look forward to promoting local
produce as part of our business model.

これからのビジョン

厳選された卸売りのお客様のために、選び抜かれた熟成牛肉、ハム、サラミや
様々なシャルキュトリのための大規模加工施設を含めて事業拡大を計画して
います。
この土地の野生の酵母株を用い、木の樽で熟成されて作られるサワー
エールに焦点を絞ったマイクロブルワリーの作業も進行中です。農業大国と
しての熊本県は、
これからの発展に対しとても素晴らしい可能性を持っていま
す。私たちは、
自分たちのビジネスモデルの一つとして、
この土地の農産物をプ
ロモートすることに期待を膨らませています。

Smoky bacon

自家製ベーコン

Restaurant

2547-3 Sakamoto, Misato, Shimomashiki District,
Kumamoto 861-4415

〒861- 4415 熊本県下益城郡美里町坂本2547- 3

Factory

705 Samata, Misato, Shimomashiki District, Kumamoto 861-4412
〒861-4412 熊本県下益城郡美里町佐俣705

Contact

ladislav@sausagefest.jp
http://sausagefest.jp
0964-46-2622

