
 

RESTAURANT CHEZ OLIVIER 

Dinner Menu 

ディナーメニュー  

 

 

貸切やご宴会のご相談承ります。 

 

定休日：日曜・月曜 

営業時間：ランチ→12：00〜13：00L.O 閉店 14：30 

  ディナー→17：30〜20：30L.O  

 

・アレルギーは予約時にお知らせください。（当日の申告は対応いたしかねます。） 

また食材の内容によってはご予約をお断りする場合がございます。 

・現在仕入れの状況が不安定のため、予定してたお料理の内容が変更される場合がございます。 

・1 組 6 名様以上の人数をご希望の場合はお電話にてお問い合わせ下さい。 

・ヴェジタリアンのお客様は直接店舗にお電話下さい。 

・お席のご指定は承れません。 

・お子様のご利用は小学生以上でコースのご注文をお願い致します。 

・その他ご要望がございましたらお電話で連絡をお願いします。℡03-6268-9933（10：00～21：00） 

 

RESTAURANT INFORMATION  

In March, we will be open on the national holidays. 

- Chez Olivier is closed on Sunday & Monday 

- Open for LUNCH : 12:00 ~ last order 13:00 (14 :30 closed) 

- Open for DINNER : 17:30 ~ last order 20：30 

 

Please let us know about your food allergies when you reserve your table. 

We may not be able to accept on the same day. 

The course may change a little bit due to delivery difficulties. 

If you are vegetarian please contact us directly by phone. 

For more than 6 guests, please book by phone. 

For reservation of 1 person, please accept to seat at the chef's counter in front of the kitchen if the restaurant is full. 

 

 



Menu Dégustation 

シェフおまかせコース 

￥12.000 

(税込・サービス料 10％別) 

 

 

アミューズ 

Amuse-bouches 

＊ 

 

アジのマリネ、野菜のバスケーズ、ウイキョウのクリーム 

Marinated horse mackerel, basquaise of vegetables, fennel cream 

＊ 

 

 新潟県産グリーンアスパラガス、燻製帆立貝、ヴァンジョンヌのサバイヨン 

 Green asparagus from Niigata, smoked scallop, sabayon of vin jaune 

＊ 

 

アイナメとイカのポワレ、ズッキーニとホオズキ、ルッコラとワイルドガーリックのソース 

Pan fried greenling, zucchini and cape gooseberry, arugula and wild garlic sauce 

＊ 

 

桜燻製牛カイノミ肉のロースト、人参、ビーツのピュレ、赤ワインソース 

Pan-fried beef flank steak, red wine sauce, carrot and beets puree 

＊ 

季節のデザート 

Seasonal desserts 

＊ 

プチフール 

Petit Fours 

 

＊Served for all guests at the table/シェフおまかせコースは皆様おそろいでのご注文をお願い申し上げます。 

 

 

 



 

Chef’s Menu 

シェフズ コース 

￥16.000(税込・サービス料 10％別) 

 

アミューズ 

Amuse-bouches 

 ＊ 

 ハマグリと柚子、白いんげん豆、シーアスパラガス、青林檎、バジルのエスプーマ 

 Clam flavored with yuzu, white beans, sea asparagus, green apple, 

 ＊ 

 新潟県産グリーンアスパラガス、燻製帆立貝、ヴァンジョンヌのサバイヨン 

 Green asparagus from Niigata, smoked scallop, sabayon of vin jaune 

 ＊ 

 福井県産イカのポワレ、黄金梅のコンフィ、オリーブオイル 

   «Aori» squid lightly pan fried, plum confit, olive oil  

 ＊ 

 アイナメのポワレ、ズッキーニとホオズキ、ルッコラとワイルドガーリックのソース 

 Pan fried greenling, zucchini and cape gooseberry, arugula and wild garlic sauce 

 ＊ 

 蕎麦の実をまとった岩手県産鴨胸肉、紫キャベツ、サルミソース 

Duck breast topped with buckwheat, red cabbage, salmis sauce 

＊ 

季節のデザート 

Seasonal desserts 

＊ 

プチフール 

Petit Fours 

 

 

＊Served for all guests at the table/シェフズコースは皆様おそろいでのご注文をお願い申し上げます。 

 

 

 

 



 



 

ノンアルコールペアリング   

Accord mets et Non-alcohol drinks Pairing 

3 杯～5 杯…¥3,300～¥5,500 

3 glasses～5glasses …¥3,300～¥5,500 

 

ワインペアリング  Accord mets et vins  Wine Pairing 

お料理に合わせてワインをご用意致します 

If you desire, we can recommend you to pair your menu  

  グラス 3杯 / 3 glasses   ..... ¥7.000～ 

グラス 4 杯 / 4 glasses   ..... ¥9.000～ 

グラス 5 杯 / 5 glasses   ..... ¥10.000～ 

＊税込・サービス料 10％別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


