
 

RESTAURANT CHEZ OLIVIER 

Lunch Menu・ランチメニュー 

 

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  

 

・おひとり様でご予約の場合、カウンター席になる可能性がございます。 

・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、予定している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にてお問い合わせください。 

・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  

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. 



               

 

Déjeuner Chez Olivier 

 
Menu 3 plats/３品のコース/3 dishes menu 

 ...¥5.500(tax included) 

＊平日限定/Only in weekday 

 

Amuses-bouche アミューズ‐ブーシュ 

★★★ 

 

Entrée ・前菜 ・Starter 

Chinchard mariné sur une basquaise de légumes, sauce poivrons, crème au fenouil 

アジのマリネ、バスク風夏野菜、パプリカのソースとウイキョウのクリーム 

Marinated horse mackerel, basquaise of vegetables, fennel cream 

★★★ 

 
Plat ・メイン ・Main  

Filet de boeuf rôti, navets variés, purée de carotte violette, sauce bordelaise  

牛フィレ肉のロースト、蕪と大根、紫人参のピュレ、赤ワインソース 

Roasted beef tenderloin, turnip and daikon, purple carrot purée, red wine sauce 

★★★ 

 
Dessert・デザート・Dessert 

Dessert de saison 

季節のデザート 

★★★ 

 

Café, thé ou infusion accompagné de petits fours 

コーヒー、紅茶もしくはハーブティーとお茶菓子 

Coffee, tea or herbal tea, served with “petits fours” 

 

 

 

Veuillez ajouter 10% de service 

上記のお値段より 10％のサービス料を加算させて頂いております。 

Please add 10% for service charge 

 



              

Déjeuner Chez Oliviersa 

Menu 4 plats/4 品のコース /4 dishes menu...¥7.500(tax included) 

 

Amuses-bouche アミューズ‐ブーシュ 

★★★ 

Entrée ・前菜 ・Starter 

Chinchard mariné sur une basquaise de légumes, sauce poivrons, crème au fenouil 

アジのマリネ、バスク風夏野菜、パプリカのソースとウイキョウのクリーム 

Marinated horse mackerel, basquaise of vegetables, fennel cream 

Ou もしくは Or 

Palourde et Saint Jacques au yuzu, haricots blancs, salicorne, pomme verte, 

espuma basilic 

ハマグリと帆立貝 柚子の香り、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 and scallop flavored with yuzu, white beans, sea asparagus, green apple, 

★★★ 

Fish・お魚料理 ・Poisson 

Ainame poêlé, courgette et physalys, sauce roquette et ail des ours 

アイナメのポワレ、イカ、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 

★★★ 

Viande ・メイン ・Meat  

Filet de boeuf rôti, navets variés, purée de carotte violette, sauce bordelaise  

牛フィレ肉のロースト、蕪と大根、紫人参のピュレ、赤ワインソース 

Roasted beef tenderloin, turnip and daikon, purple carrot purée, red wine sauce 

★★★ 

Dessert・デザート・Dessert 

Dessert de saison 

季節のデザート 

★★★ 

Café, thé ou infusion accompagné de petits fours 

コーヒー、紅茶もしくはハーブティーとお茶菓子 

Coffee, tea or herbal tea, served with “petits fours” 

 

Veuillez ajouter 10% de service 

上記のお値段より 10％のサービス料を加算させて頂いております。 

Please add 10% for service charge 





*その他、事前予約にてディナーの「シェフ おまかせコース」¥12,000 もしくは 

「シェフズコース」¥16,000 をご用意できます。 

* Chez Olivier « Menu Degustation » (¥12.000 +10% service charge). 

 or «Menu du Chef » (¥16.000 +10% service charge) 

 (same as dinner menu) is available at lunch only under reservation. 

 

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～ 

 

料金は全て税込・サービス料 10％別となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 


