
SHACKS おつまみ

Four taste olive marine

4種のオリーブマリネ
Pickles of seasonal vegetables

季節野菜のピクルス
Rietto porc

豚のリエット

480

480

480

FOR WINE LOVERS ワインのお供

ワインやビールにぴったり！

Prosciutto

バイヨンヌ産生ハム

Pate de campagne thick slice

厚切り！！パテ・ド・カンパーニュ

Assorted 3 varieties cheese platter

チーズ3種盛り

７８０

７８０

９８０

SALAD サラダ・お野菜

COLD APPETIZER 冷前菜

HOT APPETIZER 温前菜

French fries with anchovy sauce

定番！アンチョビポテト
Onion soup

オニオングラタンスープ

名物サラダとたっぷりお野菜

こころ温まるお料理

キリッと冷えた白ワインと相性ぴったり

Green salad `ORENO`style

名物！俺んちのグリーンサラダ
ボリュームたっぷりサラダをシーザードレッシングで！

Salad Grumand

贅沢！美食家サラダ
生ハム・キノコなどを加えた贅沢サラダ

Assortment of three kinds of sude dish

フランス風おばんざい 3種盛
フランスのお母さんの味をお楽しみください

６８０

８８０

６８０

Potato salad

なめらかポテトサラダ
トリュフ香るふわふわムースの新触感！

Yellowtail carpaccio

ブリのカルパッチョ
ショウガヴィネガーと彩り大根

５８０

７８０

Fried shiitake mushroom

海老詰めシイタケフライ
プリプリのエビのムースとシイタケのたまらない相性

Tarte flambee

タルトフランベ
フランスアルザス地方の楽しいピザ

Baked whole camembert cheese in oven

丸ごとカマンベールオーブン焼き
グリルの香ばしい風味ととろ～りチーズ、トーストと一緒にどうぞ

Shrimps and mashroom ajillo

海老とキノコのアヒージョ
相性抜群の海老とキノコのあつあつアヒージョ

６８０

７８０

７８０

７８０

Moule white waine

ムール貝のマリニエール
たっぷりのムールを白ワインで蒸し上げました

Cassele dacks

鴨もも肉のカスレ
イベリコ豚のソーセージと合わせた贅沢カスレ

Foie gras poeler

フォアグラポアレ（１４０ｇ）
イチゴのコンポートとバルサミコソース

７８０

９８０

１０８０

Cold roast beef

冷製ローストビーフ
低温でゆっくり火を入れたローストビーフを西洋わさびと合わせました

Cavirwith blinis

瓶ごとキャビア（１８ｇ） ブリーニ添え
世界三大珍味のキャビアを贅沢にまるまる1瓶お楽しみください！

８８０

１９８０

English bread(1pieces)

山型パン（1カット）アヒージョとご一緒に

480

480

100



MAIN DISH メイン料理

丁寧に仕込んだシェフ自慢のお料理

『俺のビストロ』名物！９００℃オーブングリル

PASTA パスタ

RISOTTO 俺の〆

高温で一気に焼き上げたグリル料理

こころ温まるお料理

定番からオリジナルまで

Baked Chicken

ひな鶏のやみつきグリル
ひな鶏を丸々一羽、ニンニクとケイジャンスパイスでやみつきテイストに仕立てました

Backed Naniwaboshi porc

なにわ星豚のココット焼き
香ばしく焼き上げた豚ロースとジャガイモのうまみをココットに閉じ込めた一品

T-bone Steak “French style” (1Kg)

Tボーンステーキ ～フレンチスタイル～（１Kｇ)
サーロインとフィレが一度に楽しめるTボーンを焦がしバターソースで！

９９９

１４８０

４９８０

Sauteed lamb

ラムチョップ （1本）
骨付き仔羊背肉のソテーをグリーンマスタードとご一緒に

Today`s special fish in chef style

本日の鮮魚 シェフスタイル
その日入荷したお魚にシェフの愛情を込めました！

Ooooooooo

牛肉のビール煮込み
牛肉をビールでコトコト４時間煮込んだとろける食感

Steak frits

ステーキフリット！！
ビストロ料理の定番！２２０ｇのバベットステーキ

５００

１２８０

１４８０

１６８０

Gratine homard

オマール海老のグラタン仕立て（半身）
カナダ産オマールを濃厚なグラタンスタイルで

Roasted duckbreast

鴨胸肉のロースト スパイス風味
ハンガリー産鴨をしっとりとスパイスと香ばしくローストしました

Us fillet beef steak, foie gras,truffe sauce

ロッシーニ トリュフソース
俺のフレンチの定番料理！！牛フィレ肉、フォアグラを

濃厚なトリュフソースで！

９９９

１６８０

２４８０

Tomato cream spaghetti of migrant crab’s

ワタリガニのトマトクリームパスタ
俺のシリーズを代表するパスタ！生パスタのモチモチ感をお楽しみください

Quattro fromaggi penne pasta

ペンネ クワトロフォロマッジィ
４種類のチーズの濃厚なソース

Pasta aglio Peperoncino with crab

カニとからすみのペペロンチーノ
旬のカニと海老を使った贅沢パスタ

７８０

９８０

１２８０

Risotto with foie gras and truffe

フォアグラとトリュフのリゾット
フォアグラとトリュフソースで楽しむ名物リゾット

Porcini risotto

びっくり！！ポルチーニリゾット
旬のポルチーニリゾットを俺のスタイルで豪快に提供いたします

１２８０

１３８０

Ginza‘s bread “KAORI” (2pieces)

銀座の食パン～香～ （1カット）
自家製の耳までおいしい生食パンです

1００

＊記載の価格はすべて税抜き価格です ＊お一人様につきお通し代３００円（税抜）を頂戴いたします。



DESSERT デザート

パテシエ特製！俺のビストロスペシャルデザート

Assorted three kinds of sherbets

自家製３種のソルベ
パテシエ手作りのソルベを贅沢に3種盛り！

Caramel pudding

クレームキャラメル
バニラたっぷりのプリンにキャラメルソースをたっぷりと

French Toast

俺のフレンチトースト
俺のｂａｋｅｒｙの生食パン『香』を使ったスペシャルフレンチトースト

Baked KOUGYOKU apple

紅玉りんご 丸ごとロースト
クラフティー生地とあわせた驚きの一品

Strawberry Parfait

俺のビストロパフェ ～イチゴのショートケーキスタイル～
今回はイチゴのショートケーキをパフェスタイルに！

５００

５００

５００

７８０

７８０

400

400

480

400

480

580

580

500

500

600

600

600
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