
ウニとサーモンの 『美』 タルタル

牛フィレ肉とフォワグラのロッシーニ
580

380

380

480

880

680

たっぷり！俺のシーザーサラダ 780

ローストビーフのご褒美サラダ

華やか！本日鮮魚のカルパッチョ

780

こだわりハムの盛り合わせ

980

380

880

本気の厚切り！！田舎風パテ

いろいろ野菜のピクルス

プレミアム・オリーブマリネ

次世代へのフライドポテト

おもしろチーズの盛り合わせ

2480

蝦夷シカ肉 “ジビエ”ロースト

シャラン産 カモ “UMAM I”ロースト 1780

牛サーロインの“パワフル”ステーキ

大漁！ 貝類の白ワイン蒸し 980

本日の鮮魚料理 “俺の” スタイルで 1480

オマール海老の丸ごと！ロースト 1980

俺の“グツグツ！” アヒージョ 780

イベリコ豚ベーコンのソテー

フォワグラの“ 愛情！”ソテー 1480

780

880

みんな大好き！マルゲリータ

5種チーズと蜂蜜のコンビネーション

ワタリガニが香るトマトクリーム 880

880

1280

780
これが楽しみ！本日のパスタ

【ご提供時間：30～45分】

トリュフとチーズの贅沢リゾット 980
フォワグラのソテー＋500

ロングセラー！ウニのクリーム

俺の“冬”ピッツァ

1480

980

俺の贅沢キャビア＋500

生チーズとバジルのトマトソース

俺のポテサラ トリュフの香り

1980

1280

680

俺の欲張りピッツァ Ver. 令和 1480

※メニュー上の表示価格は全て『税別表記』です

デザートまで圧倒的コスパ

海が見える！ボンゴレ・ビアンコ 980

オシャレしたカプレーゼ

焼き立てパン＋380

（水牛モッツァレラ、バジル、トマト）

俺盛り！トリュフ添え

かる～いワサビのソース

トリュフと半熟卵のビスマルク

1280

880
美食クレームブリュレ

シャーベット3種盛り

王道！ティラミス ショコラの誘惑

俺の幸せクレープ

キジの“濃厚” クリーム煮込み 980

牛肉・チーズ・半熟卵のハーモニー

580 580

480

480 480

トリュフとポルチーニのパスタ

俺の贅沢トリュフ＋500

特大ロッシーニ＋1500

1280

  1カット＋190
【大盛り！＋300 】

ボリュームの目安：お2人様で一つがオススメ♪

リクエスト多数！3名様以上の方にオススメ♪

みんなで仲良く！半身追加＋990

3名様以上の方に

2280

俺の“グランメゾン東京” 1480



☆Tax Excluded.

ウニとサーモンの 『美』 タルタル

牛フィレ肉とフォワグラのロッシーニ
880

580

380

380

480

680

オシャレしたカプレーゼ

880

俺盛り！グリーンサラダ

ローストビーフのご褒美サラダ

880
本日鮮魚のカルパッチョ

1280

780

こだわりハムの盛り合わせ

980

380

780

厚切り！田舎風パテ

いろいろ野菜のピクルス

プレミアム・オリーブマリネ

トリュフ香る俺のポテトサラダ

次世代フライドポテト

オシャレなチーズの盛り合わせ

2480

俺のグランメゾン
1480

シャラン産 カモ胸肉の厚切りロースト

1780
牛サーロイン300ｇのフレンチ・ステーキ

1980
蝦夷シカ肉のロースト

ASK

大漁！貝類の白ワイン蒸し

980
本日の鮮魚料理 俺のスタイルで

1480

オマール海老の丸ごと！ロースト

1980

俺の “グツグツ！” アヒージョ

780
イベリコ豚ベーコンのシンプル・ソテー

680
和牛と半熟卵のハーモニー

トリュフとポルチーニのビスマルク

1280

フォワグラのソテー

1480

780

880

1480

マルゲリータ

季節のピッツァ

880

880

980

俺の極上パスタ

雲丹のクリームパスタ

780

海が見える！ボンゴレ・ビアンコ

【ご提供時間：30～45分】

トリュフの贅沢チーズリゾット 980

本日のパスタ

1280

5種類のチーズと蜂蜜のコンビネーション

1480

980
俺の欲張りピッツァ

生チーズとバジルのトマトソース

Potato salad, truffle flavor

Pate de Campagne

Pickles

Olives

French fries

Ore-no original  bread

Tartar of salmon and sea urchin

Capreze, Oreno
style

Green salad, Caesar dressing

Carpaccio of Today’s fish

Assorted various ham

Assorted cheese plate

Roast beef salad

Filet of beef and  foie gras saute

Truffle sauce, Rossini style

Ore-no Grand Maison Menu

Roasted duck breast (Challan) 

Beef sirloin steak 300g

Venison roast, Poivrade sauce

Roasted homard main lobster

Steamed various shellfish

Today’s fish plate

Today’s Ajillo

Iberico bacon saute

Beef roast with soft boiled egg

Foie gras saute

Truffles and cep Bismarck

Margherita

Seasonal pizza 

5 cheeses and honey 

Various Seafood pizza

Japanese blue crab  sauce

Vongole Bianco (Shellfishes)

Fresh cheese, basil and tomato 

Today’s pasta

Today’s luxury pasta

Truffle and cheese

1280

Dessert  

ワタリガニのトマトクリームパスタ

Crême Brulée

3 sherbets

Tiramisu

Chocolate Cake

Ore-no Crepe

キジのクリーム煮込み

Cream stew of pheasant 980

マリナーラ
Marinara (Tomato,basil ,garlic) 780

Sea-urchin cream

580 580

480

480

480



俺の名物！”なみなみの泡”

原価出し名物！俺のシャンパン 1480

俺の泡 スパークリング 白 【辛口】

各780

俺の泡 スパークリング ロゼ 【中辛口】

俺の泡 スパークリング 赤 【甘口・微発泡】

私の “ほろ酔い” 泡 【バラ＆オレンジ】

各680

私の “ほろ酔い” 泡 【木苺＆グアバ】

私の “ほろ酔い” 泡 【ライチ＆アップル】

“なみなみ”の白【爽やかコクあり】

“なみなみ”の赤【濃厚フルボディ】

780

私の泡 ノンアルコール 【リンゴ】 680

一流のソムリエが選ぶ！
コスパ抜群のグラスワイン

ビール＆ハイボール

充実のソフトドリンク

生ビール サッポロ 黒ラベル

780
シャンディーガフ

ノンアルコールビール 580
680ハイボール・ジャパン

自家製！俺のレモネード

選べて楽しい！！俺の旬感スカッシュ

【 春: バラ 夏: ライチ 秋: 木苺 冬: スミレ】

マリー・アントワネット （木苺＆グアバ）

ジュリアス・シーザー （ライチ＆マンゴー）

ジンジャエール 【甘口 or 辛口】

コーラ / ウーロン茶 / オレンジ / リンゴ

日本一！富士ミネラルウォーター

コーヒー / 紅茶 / ハーブティー

やみツキ！私のアイスピーチティー

俺の白 シャルロット【トロピカル】

俺の赤 グランボー 【濃縮 ・ リッチ】

世界の白 【 セミヨン or シャルドネ 】

世界の赤 【 シラーズ or カベルネ 】

500

（お得なカラフェ 500ml 1500円）

寄り添うカクテル

私のサングリア 【白 or 赤】
俺の贅沢ワイン【白 or 赤】 1480

780

食後のお飲み物

380

500

私の白 モスカート 【甘口 ・ 美発泡】

私の泡 ノンアルコール 【ブドウ】 680

780

680
680私の赤 キャンティ 【フルーティー】

780

ご褒美！私のフランチャコルタ

ソムリエセレクション【白 or 赤】880

ミケランジェロ（モヒートミント＆アップル）

俺の麹（こうじ）レモンサワー 680

580

580

爽快！ドライソニック（トニック＆レモン）

日本を応援ワイン【白 or 赤】

680
俺のプレミアムビール

580

680

680

俺のSAKE 純米吟醸 つや姫 780

カシス＆アールグレー

カンパリ＆モヒート

ALL 580
【ノンアルコール・カクテル】

【ソフトドリンク】ALL 480

（お得なカラフェ 500ml 2000円）

1280
俺のプレミアムハイボール 880



Wine ORE-NO Style!!

原価出し！俺のシャンパン or フランチャコルタ

1480

俺の泡 スパークリング 白 【辛口】 ALL 780

俺の泡 スパークリング ロゼ 【中辛口】

俺の泡 スパークリング 赤 【甘口・微発泡】

私の “ほろ酔い” 泡 【バラ＆オレンジ】

ALL 680

私の “ほろ酔い” 泡 【木苺＆グアバ】

私の “ほろ酔い” 泡 【ライチ＆アップル】

俺達の“なみなみ”の白 【爽やかコクあり】

俺達の“なみなみ”の赤 【バランスGOOD！】

ALL 780

私の泡 スパークリング 【リンゴ】

私の泡 スパークリング 【ブドウ】

ALL 680

By the Glass（150ｍｌ） Beer＆Highball

Soft Drinks

生ビール サッポロ 黒ラベル

680
シャンディーガフ

580
ノンアルコールビール

580

680
ハイボール 【スコッチorジャパニーズ】

自家製！俺の華やかレモネード

選べる！俺の旬感スカッシュ

【Rose or Lychee or Raspberry or Violet】

マリー・アントワネット（木苺＆グアバ）

ジュリアス・シーザー（マンゴー＆ライチ）

ジンジャエール 【甘口 or 辛口】

コーラ / ウーロン茶 / オレンジ / リンゴ

ミネラルウォーター
【富士ミネラル or スパークリング富士】

Coffee / Tea / Herb tea

香るアイスピーチティー

俺の白 ブルゴーニュ

俺の赤 ボルドー

コスパの白 【 セミヨン or シャルドネ 】

コスパの赤 【 シラーズ or カベルネ 】 【Mocktails ALL 580】

（Decanter 500ml 1500）

880

Cocktails

俺のサングリア 【白・赤】

カンパリ・モヒート

カシス・アールグレイ

ソムリエセレクション 【白・赤】

俺の贅沢ワイン 【白・赤】

1280

780

780

Coffee & Tea 

380

500

Ore-no Champagne

Ore-no sparkling wine white  [dry]

Ore-no sparkling wine Rosé  [semi-dry]

Ore-no sparkling wine Red  [Sweet]

Sparkling [Rose & Orange]

Sparkling [Raspberry  & Guava]

Sparkling [Lychee  & Apple]

White wine [Sauvignon Blanc]

Red Wine [Merlot]

Sparkling Juice [Apple]

Sparkling Juice [Grape]

Draft Beer 

Shandy-Gaff

Non-Alcohol Beer

Highball (Taketsuru +200)

ORE-NO homemade Lemonade

Various taste Sparkling(Please choise)

Marie-Antoinette [Guava & Raspberry]

Julius Caesar [Mango & Lychee]

Ginger Ale [Sweet & Dry]

Cola / Oolong tea / Orange / Apple

Ice peach tea

Mineral Water / Sparkling Water

Ore-no Sangria [White or Red]

Cassis ＆ Earl Grey

Campari ＆ Mojito

Ore-no White wine

私のモスカート 【 甘口 ・ 美発泡 】

Sweet wine [ Muscat・Slight Sparkling ]

White wines [ Semillon or Chardonnay]

Red wines [ Shiraz or Cabernet 

sauvignon]

Sommelier Selection [White or Red] 

Today’s special Wines [White or 

Red] 

680

Ore-no Red wine 

Fruity Red wine [ Chianti ]
私のキャンティ

680

Ore-no “KOUJI” Lemon sour
俺の麹（こうじ）レモンサワー

680

Ore-no Franciacorta

680

580

580

日本を応援ワイン ＆ 日本酒

Japanese wine or  Sake 780

【Standard Drinks ALL 480 】

500

（Decanter 500ml 2000）

1280


