
 Menu￥2800⇒平日限定￥2500(税込2700)
＜前菜+一口スープ+メイン+デザート+カフェ　自家製パン付き＞

Les Entrées
<前菜を下記より一皿お選びください>
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Saumon  mariné
海の恵み!! サーモンのマリネ その時季のスタイルで

Salade de jambon "Yoshida" maison
オザミといえば!! 埼玉県産 吉田豚モモ肉の自家製ハム サラダ仕立て

Brandade
南仏名物!! 真鱈のブランダード メルバトースト添え

(タラとジャガイモのペースト）

Quiche du jour
数量限定!! 本日のキッシュ サラダ添え

     Pâté de campagne maison et de jambon cru en salade
お肉のデュオ!! 自家製 豚肉と鶏白レバーのパテと

生ハムの盛り合わせ　サラダ添え
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Potage du jour ou 1/2 Poisson du jour
　　　　季節のスープ(+￥500) 又は 本日の鮮魚ハーフサイズ(+￥1000)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Les plats
　　<主菜を一皿お選びください>    

Steak haché

限定!!塊で焼いた!! フランス産 仔羊モモ肉のロースト

Langue de boeuf au vin rouge
ほろほろに煮込んだ!オランダ産 仔牛タンの赤ワイン煮込み

築地直送!! 本日の鮮魚のポワレ 木の子のクリームソース

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Dessert

本日のデザート
Café 

コーヒー　又は　紅茶

本場フランス産バターはいかがですか！

前菜

主菜

Gigot d'agneau rôti 

     Poisson du jour poêlé et sa sauce à la crème de champignons 

ビストロオザミといえば！特選牛のスペシャルハンバーグ

ランチ限定！３杯のワインセット!! 
（70ｃｃ×３杯）   

¥2.000 
コースにあわせたオザミこだわりの 

ワインセットをご用意 

 

料金は税抜き表記となっております。

 
フランス中西部エシレ村 

無塩・エシレバター（30ｇ） 
￥850 

ノルマンディー産 

無塩・イズィニーバター 

￥420 

パンと一緒に！ 
自家製 特選豚の 

リエット 
￥300 



ステーキコース
～ステーキがメインの定番コース～

Menu￥3800（税込\4104 ）
＜前菜+スープ+ステーキ+本日のデザート＞

前菜 Les Entrées
Quiche du jour

自家製ほうれん草とベーコンのキッシュ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

スープ　Les potage
Potage ou 1/2 Poisson

本日のポタージュ

又は

本日の鮮魚ハーフサイズ(+\800)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

主菜　Les plats
Steak de boeuf

オーストラリア産 アンガス種 葡萄牛

リブロースのステーキ（150ｇ）

ou 又は

Steak de noix de boeuf  japonais
A5ランク 山形牛モモ肉のステーキ

　　　　　　　　　　（+￥1500）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

デザート Les Dessert
高貴なプリン

本場フランス産バターはいかがですか！

ノルマンディー産 

無塩・イズィニーバター 

￥420 

 
フランス中西部エシレ村 

無塩・エシレバター（30ｇ） 
￥850 

パンと一緒に！ 
自家製 特選豚の 

リエット 
￥300 

ランチ限定！３杯のワインセット!! 
（70ｃｃ×３杯）   

¥2.000 
コースにあわせたオザミこだわりの 



プリフィックス(選べる)コース
(アミューズ+前菜+スープ+主菜+デザート)

Menu￥4800（税込\5184 ）
＜前菜+スープ+主菜+本日のデザート＞

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

前菜　Les Entrées
<前菜を一品お選び下さい>

 Carpaccio de poisson
本日鮮魚のカルパッチョ 果実のヴィネグレットで

Asperge et St-Jaques poelée
長野県産グリーンアスパラガスと北海道産ホタテのポワレ

生ハムとエシャロットのシェリーヴィネガーソース(+￥400)

Salade de Homard

カナダ産オマール海老のサラダ仕立て(+\700）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Potage du jour ou 1/2 Poisson du jour

本日のポタージュ　又は　本日の鮮魚ハーフサイズ(+\800)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

主菜 　Les plats
　　<主菜を一皿お選びください>    

Poisson du jour poêlé sauce crustacés

本日の鮮魚のポワレ

ソース･クリュスタッセ(濃厚なオマール海老のソース)

Steak haché de boeuf "YAMAGATA"
山形牛100％スペシャルジューシーハンバーグ

Pintade  rôti
スペイン産 ホロホロ鶏モモ肉とムネ肉のロースト マデラソース

Côte de porc "YOSHIDA"  rôti
埼玉県産吉田さん家の吉田豚骨付きロース肉ロースト

Côte de veau rôti
ニュージーランド産 乳飲み仔牛骨付きロース肉ロースト(+\500)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

デザート Les Dessert
濃厚なガトーショコラとアイスクリーム

自家製！特選豚の 
リエット付き 
パンにつけて 
召し上がれ！ 

料金は税抜き表記となっております。



Menu Groumand
グルマンコース

グルマン(グルメなあなた)にオススメ

￥8200（税込\8856 ）
＜前菜+スープ+オマール+肉料理+本日のデザート＞

前菜　Les Entrées
Hors-d'œuvre varie
前菜3種盛り合わせ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

スープ　Les potage
Potage

本日のポタージュ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

オマール海老　Les Homard
Homard poêlé sauce crustacés

オマール海老のポワレ

ソースクリュスタッセ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

肉料理　Les Viande
Pigeonneau rôti

美味！フランス産 仔バトのロースト

又は

Steak de noix de boeuf japonais
A5ランク 山形牛モモ肉のステーキ

　　　　　　　　　（+￥300）

デザート Les Dessert

デザート盛り合わせ

コーヒー・紅茶

本場フランス産バターはいかがですか！

 
フランス中西部エシレ村 

無塩・エシレバター（30ｇ） 
￥850 

ノルマンディー産 

無塩・イズィニーバター 

￥420 

自家製！特選豚の 
リエット付き 
パンにつけて 
召し上がれ！ 


