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銀座エリア

松阪牛・うにの原価じゃぶじゃぶ祭り
各店オススメの松阪牛メニュー

シリーズ

期間中、俺のシリーズ各店でご用意している、松阪牛メニューの一部をご紹介いたします！
※店舗名をクリックすると対象メニューがご覧いただけます。
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1 俺の割烹 銀座本店

1,980円（税抜）

A5ランク松阪牛焼き

俺のやきとり 銀座9丁目

580円（税抜）

A5ランク松阪牛
炙り肉寿司（2貫）

俺のうなぎ

4,000円（税抜）

A5ランク
松阪牛ひつまぶし

おでん 俺のだし

3,980円（税抜）

A5ランク松阪牛と
生ウニの炙り

銀座しまだ

2,000円（税抜）

A5ランク松阪牛焼き

そば 俺のだし GINZA5

1,980円（税抜）

A5ランク松阪牛の
ローストビーフ

俺の焼肉 銀座9丁目

5,980円（税抜）

A5ランク松阪牛
特撰5種盛り（300g）

俺の焼肉 銀座4丁目

5,980円（税抜）

A5ランク松阪牛
特撰5種盛り（300g）

俺のフレンチ 銀座コリドー街

2,980円（税抜）

採算度外視！
A5ランク松阪牛のグリル

俺のフレンチ 東京

2,980円（税抜）

A5ランク松阪牛2種類のロースト
水茄子とコンディメント添え

俺のイタリアン 東京

1,980円（税抜）

A5ランク松阪牛の
炙り温製カルパッチョ

俺のイタリアン JAZZ

1,980円（税抜）

A5ランク松阪牛の
タリアータ

俺のBakery&Cafe 東銀座歌舞伎座前

1,834円（税抜）

A5ランク松阪牛
ローストビーフサンド

俺のBakery&Cafe 松屋銀座裏

1,834円（税抜）

A5ランク松阪牛
ローストビーフサンド

俺のスパニッシュ

1,480円（税抜）

A5ランク松阪牛とウニ
Wでとろける極上「ウニク」

ステーキ 俺のグリル 銀座並木通

1,280円（税抜）

A5ランク松阪牛
低温ローストビーフ

新橋

21 俺のイタリアン 新橋赤レンガ通

1,580円（税抜）

A5ランク松坂牛のグリル
ウニとトリュフのスクランブル

神楽坂

28 俺のフレンチ 神楽坂
1,280円（税抜）

A5ランク松阪牛の
炙りカルパッチョ 生ウニ添え

人形町

29 俺のフレンチ 人形町
1,980円（税抜）

松阪牛のグリル フランス産
サマートリュフと国産ニンニクの
コンフィ添え

横浜

33 俺のフレンチ横浜
1,980円（税抜）

ローストビーフ
松阪、アメリカ、オーストラリアの
盛り合わせ

博多

37 俺のフレンチ 博多
1,280円（税抜）

A5ランク松阪牛と
生ウニのタルタル仕立て

神谷町

22 俺のイタリアン 神谷町
999円（税抜）

A5ランク松阪牛
炙りカルパッチョ

恵比寿

25 俺のBakery&Cafe 恵比寿

1,834円（税抜）

A5ランク松阪牛
ローストビーフサンド

新宿

26 俺のイタリアン 歌舞伎町
1,980円（税抜）

A5ランク松阪牛の
タリアータ

27 俺のBakery&Cafe 新宿京王モール

1,834円（税抜）

A5ランク松阪牛
ローストビーフサンド

大井町

30 俺のやきとり 大井町
380円（税抜）

A5ランク松阪牛炙り串

蒲田

31 俺のやきとり 蒲田
580円（税抜）

A5ランク松阪牛
炙り肉寿司（2貫）

32 俺の焼肉 蒲田
9,800円（税抜）

A5ランク松阪牛特撰7種
5段盛り合わせ（1000g）

大阪

川崎

34 俺のBakery&Cafe グランツリー武蔵小杉

1,834円（税抜）

A5ランク松阪牛
ローストビーフサンド

松山

38 俺のフレンチ 松山
1,980円（税抜）

原価出し!特選松坂牛のステーキ
フランス産サマートリュフと国産ニンニク
のコンフィ添え

新潟

39 俺のイタリアン 新潟三越前

1,980円（税抜）

A5ランク松阪牛の
炙り温製カルパッチョ

35 俺のフレンチ 梅田
1,480円（税抜）

A5ランク松阪牛の
冷製炙りカルパチョ

東京駅・神田周辺

18 俺のイタリアン 八重洲
1,980円（税抜）

A5ランク松阪牛
肩バラBBQソース煮込み

19 俺のBakery&Cafe 京橋中央通

1,834円（税抜）

A5ランク松阪牛
ローストビーフサンド

俺の焼肉 神田店

1,980円（税抜）

原価出し!!A5ランク松阪牛
特上カルビ ウニだれ
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俺のGrill&Bakery 大手町

1,980円（税抜）

A5ランク松阪牛とウニの
贅沢ハンバーグ（200g）

17

青山・赤坂

23 俺のフレンチ・イタリアン青山

2,980円（税抜）

A5ランク松阪牛の
ロースト 赤ワインのソース

24 俺のフレンチ・イタリアン赤坂

2,980円（税抜）

松阪牛リヴロースの
ローストと元気夏野菜の
フェスタ

36 俺のビストロ&Bakery 心斎橋

1,980円（税抜）

A5ランク松阪牛イチボ肉の
しゃぶしゃぶサラダ カプリ風
生うにのせ

実施期間
7/22　

▼
8/31　

月

土

記載のメニューは、
各店でご用意している
メニューの一部です。
店舗名をクリックすると
各店の全対象メニューが
ご覧いただけます。
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