
≪Menu A≫

平日のお得なランチコース

 《前菜＋スープ＋主菜＋パン＋コーヒー》

 Soupe du jour
季節のスープ

Les Plats

主菜～下記よりお好きな品を一品お選びください～

Poisson du jour poêlé
本日の鮮魚のポワレ その日のスタイルで

￥2000(2200)

Les Entrées
前菜

 Hors-d'oeuvre panaché
本日の前菜盛り合わせ

ご追加で本日のデザートはいかがですか(＋300)

Café ou Thé
コーヒー　又は　紅茶

Langue de bœuf à la vin rouges
牛舌の高貴な赤ワイン煮込み

Canard rôti 
鴨ムネ肉のロースト 柑橘香るジュのソース

Steak de bœuf
ブラックアンガス牛 ステーキ(+400)



ブラックアンガス牛 ステーキ(+400)

土日・祝日のお得なランチコース

 《前菜＋スープ＋主菜＋パン＋デザート＋コーヒー》

 Soupe du jour
季節のスープ

Les Plats

主菜～下記よりお好きな品を一品お選びください～

￥2500(2750)

Les Entrées
前菜

 Hors-d'oeuvre panaché
本日の前菜盛り合わせ

≪Menu A≫

Poisson du jour poêlé
本日の鮮魚のポワレ その日のスタイルで

Dessert

本日のデザート

Café ou Thé
コーヒー　又は　紅茶

Langue de bœuf à la vin rouges
牛舌の高貴な赤ワイン煮込み

Canard rôti 
鴨ムネ肉のロースト 柑橘香るジュのソース

Steak de bœuf



≪Menu B≫

気分はフランス ビストロ風ランチ

 Soupe du jour

季節のスープ

Les Plats

主菜～下記よりお好きな品を一品お選びください～

Poisson du jour poêlé

《前菜＋スープ＋主菜＋パン＋デザート＋コーヒー》

￥2980(3278)
Les Entrées

前菜

Hors-d'oeuvre panaché

自慢のオードヴルの盛り合わせ

ハンガリー産 仔鴨胸肉のロースト オレンジとジュのソース

Chevreuil rôti sauce poivrade

北海道産 蝦夷鹿ロース肉のロースト ソースポワヴラード

Filet de bœuf en Rossini

オーストラリア産 牛フィレ肉とフランス産 フォアグラのロッシーニ トリュフソース(+600)

Noix de bœuf de "ZAOU" rôti 

本日の鮮魚のポワレ その日のスタイルで

Homard et Poisson du jour poêlé

カナダ産 オマール海老と鮮魚のポワレ アメリケーヌソース(+600)

Joue de bœuf à la bourguignon
国産牛ホホ肉の高貴な赤ワイン煮込み

Canette rôti 

Café ou Thé
コーヒー　又は　紅茶

山形県産 蔵王牛内モモ肉のロースト 赤ワインソース(+600)

Filet de bœuf de "KUROGE" poêlé sauce truffes

鹿児島県産 黒毛和牛フィレ肉のポワレ 黒トリュフソース(+900)

Dessert

<選べるデザート>
別ページより１皿お選び下さい

Confit de Canard
ハンガリー産 鴨もも肉コンフィ 粒マスタードソース



       《冷前菜＋オマール海老＋主菜＋パン＋デザート＋コーヒー》     　　　          　　　　　   　　　　   

<2éme>

黒毛和牛50%OFFフェアーコース！！
通常価格\7,600(8,360)→\ 3,800(4,180 ）

<Entrées>

冷前菜 ～下記よりお好きな品を一品お選びください～

Terrine de Crabe et St-Jaques aux Caviar

北海道産 ズワイガニと帆立のテリーヌ ビーツとエルブのヴィネグレット
フランス産 キャビア添え

Salade de Rosbif

山形県産 蔵王牛のローストビーフ サラダ仕立て

Pâté de Gibier

蝦夷鹿・猪・フォアグラのパテ あんぽ柿とサラダ添え

Filet de bœuf de "KUROGE" rôti  sauce truffes

Bisque de Homard

カナダ産 オマール海老1尾分のポワレと濃厚ビスク

<Viande>

主菜 ～下記よりお好きな品を一品お選びください～

Filet de bœuf en Rossini

オーストラリア産 牛フィレ肉とフランス産 フォアグラのロッシーニ
黒トリュフソース

Noix de bœuf de "BUSHU" rôti sauce truffes

埼玉県武州和牛内もも肉のロースト 黒トリュフソース

コーヒー　又は　紅茶

鹿児島県産 黒毛和牛フィレ肉のロースト 黒トリュフソース(+300)

<Dessert>

選べるデザート
別ページより１皿お選び下さい

<Café ou Thé>



《冷前菜＋温製料理＋主菜＋パン＋デザート》

<Entrées>

冷前菜 ～下記よりお好きな品を一品お選びください～

Terrine de Crabe et St-Jaques aux Caviar

北海道産 ズワイガニと帆立のテリーヌ ビーツとエルブのヴィネグレット
フランス産 キャビア添え

オザミのスペシャルランチ38%OFF!!
通常価格\7,800(8,580)→\ 4,800(5,280 ）

スペシャリテ！フランス産 フォアグラとトウモロコシのホットケーキ

<Viande>

主菜 ～下記よりお好きな品を一品お選びください～

Filet de bœuf en Rossini

Salade de Rosbif

山形県産 蔵王牛のローストビーフ サラダ仕立て

Pâté de Gibier

蝦夷鹿・猪・フォアグラのパテ あんぽ柿とサラダ添え

<2éme>

Hot-Cake de Foie Gras 

<Dessert>

選べるデザート
別ページより１皿お選び下さい

オーストラリア産 牛フィレ肉とフランス産 フォアグラのロッシーニ
黒トリュフソース

Noix de bœuf de "BUSHU" rôti sauce truffes

埼玉県武州和牛内もも肉のロースト 黒トリュフソース

Filet de bœuf de "KUROGE" rôti  sauce truffes

鹿児島県産 黒毛和牛フィレ肉のロースト 黒トリュフソース(+300)

温製料理 ～下記よりお好きな品を一品お選びください～

Homard et Poisson du jour poêlé sauce bouillabaisse

カナダ産 オマール海老と鮮魚のポワレ ブイヤベースソース



<Café ou Thé>

コーヒー　又は　紅茶

Filet de bœuf de "KUROGE" rôti  sauce truffes

鹿児島県産 黒毛和牛フィレ肉のロースト 黒トリュフソース

<Dessert>

デザート盛り合わせ

Homard et Poisson du jour poêlé sauce bouillabaisse

カナダ産 オマール海老と鮮魚のポワレ ブイヤベースソース

<Granite>

お口直しのタイムのグラニテ

<Viande>

蝦夷鹿・猪・フォアグラのパテ あんぽ柿とサラダ添え

<Entrées Chaude>

Hot-Cake de Foie Gras 

スペシャリテ！フランス産 フォアグラとトウモロコシのホットケーキ

<Poisson>

北海道産 ズワイガニと帆立のテリーヌ ビーツとエルブのヴィネグレット
フランス産 キャビア添え

Salade de Rosbif

山形県産 蔵王牛のローストビーフ サラダ仕立て

Pâté de Gibier

<Amuse>

アミューズ

<Entrées>

冷前菜 ～下記よりお好きな品を一品お選びください～

Terrine de Crabe et St-Jaques aux Caviar

お勧めシェフお任せコース28%OFF!!
通常価格\9,100(10,010)→\ 6,500(7,150 ）

《アミューズ＋冷前菜＋温前菜＋オマール海老＋黒毛和牛＋パン＋デザート＋カフェ》



フランス産 ショコラとマロンの

Tarte aux Franboises

Crème Renversée

Tarte Tatin

モンブラン仕立て ピスタチオアイス添え
＊MenuB・黒毛和牛コースの場合は+400円 ＊スペシャルディナーコースの場合は+200円

Mont Blanc

タルトタタン バニラアイス添え

フランボワーズのタルト バニラアイス添え
＊MenuB・黒毛和牛コースの場合は+300円

<お好きなデザートをお選び下さい>

アイス・シャーベットの盛り合わせ

Glace panaché

高貴なプリン
＊MenuB・黒毛和牛コースの場合は+300円

デザート


