
 　

　　

　　

　　

　　

　　 　

 

　

　 

　

　 　
　

　 　

　 

　 　

俺のメイン! PASTA＆RISOTTO ～パスタ＆リゾット～ANTIPASTO ～冷前菜～

水牛モッツァレラチーズのカプレーゼ

24ヵ月熟成のパルマ産生ハム

本日鮮魚のカルパッチョ

こだわりオリーブのマリネ

★イチオシ！

お1人様おひとつどうぞ！

揚げ茄子のトマトソース ノルマ風

DOLCE ～デザート～数量限定!! 高原価メニューはスタッフまでSPUNTINO ～おつまみ～

仔羊とパプリカのトマトラグーソース

鴨モモ肉のコンフィ
～ヴィンコットソース～

暮松シェフのスペシャリテ!!

イベリコ豚のソテー
～ケッカソース～

国産鶏胸肉と

チーズの香草パン粉焼き

牛ホルモンと半熟卵のMISO赤ワイン煮

ANTIPASTO ～温前菜～
★

パンナコッタとイチゴのエスプーマ

３種のアイスの盛り合わせ

カラスミと旬野菜の

ペペロンチーノ

俺ん家のサラダ

厚切りスモークサーモンのマリネ

大麦のライスサラダ添え

自家製ピクルス

生パスタのスパイシーフリット

ゴルゴンゾーラのチーズパテ

イタリアの焼き菓子3種盛り合わせ
（バーチ・ディ・ダーマ / ビスコッティ / カンノーリ）

ベーコンとトリュフ

温玉のカルボナーラ リゾット

～ご一緒にどうぞ～

銀座の生食パン 150円

本日のクレスペッレ

（イタリアン クレープグラタン）

580

880

680

980

1180

780

680

780

680

450

1680

シンプルパルミジャーノ リゾット

980

シラスたっぷりのジェノベーゼ

380

380

380

980

880

780

880

680

380

380

380

480

780

780

980

480

～相性の良いお料理に合わせてみては～

トッピングフォアグラ +380円

竹炭使用

ルッコラとパルミジャーノのグリーンサラダ

お1人様でも召し上がれるポーションです。

480

パルミジャーノチーズ 380



グラス デキャンタ

【南フランス　　品種/シャルドネ】

レモンから作られた甘さ“すっきリキュール”

上品な甘さのデザートワイン

680

ミモザ

ホットティー　（アールグレイ） 380

アイスティー　（ダージリン） 380

HOT ハーブティー 380

別途メニューをご参照
もしくはスタッフまで

食後のお飲物

コーヒー　（Hot / Ice） 380

エスプレッソ（S）   /   （W）+100円

カンパリ　　（飲み方をお選び下さい） 680

【白ワイン＋カシス】

【スパークリングワイン＋カシス】

【赤ワイン＋コーラ】

キティー

【白ワイン＋ジンジャーエール】

【赤ワイン＋ジンジャーエール】

680

680

ペリエ　（スパークリングウォーター） 480

貴腐ワイン 480

【オレンジジュース＋スパークリングワイン】

ベリーニ

至福の食後酒

ジンジャーエール 480

アメリカンレモネード

リモンチェッロ 480

ブラッドオレンジジュース 480

【赤ワイン＋レモネード】

480

380

グラッパ　　　葡萄から作ったブランデー 680

【ピーチネクター＋スパークリングワイン】

カシス　　　（飲み方をお選び下さい）

【ジンジャーエール＋グレナデン】

ヴァージンブリーズ 480

カリモーチョ

コーラ 480

俺のリモンチェッロ＆ジンジャー 680

俺のリモンチェッロ＆ソーダ 680

ソムリエの赤

【クランベリー＋グレープフルーツ】

ウーロン茶

キールロワイヤル

キール

480

※　ボトルリストは別にご用意致しております。　ご要望の際にはスタッフまでお申し付け下さい。

680

680

680

680

680

680

オペレーター

【オレンジ＋パイン＋ライム】

コスパ最高のワインをご用意しております

シャーリーテンプル

俺のハニーレモネード 480

アルコールが飲めない方にも！

シンデレラ 480

私の泡　　　 ノンアルコールスパークリングジュース 680

充実のソフトドリンク

780

【チリ　　品種/カベルネソーヴィニヨン】

俺のイタリアンピーチティー 480

私の微発砲　赤　（ランブルスコ・甘口） 780

俺のイタリアン神谷町　イチオシ！
貴女のカクテル

マンスリー　ソムリエセレクション　ワイン

自家製！俺のサングリア 680

ソムリエの白

★神谷町の白 980

私の微発砲　白　（マスカット・甘口）

★神谷町の赤 980

コスパ抜群！軽やかな味わい

俺のコークメガハイボール 580

880

爽やかな甘さで飲みやすい

【チリ　　品種/シャルドネ】

コスパの赤 500 1500
俺の泡　スパークリングロゼ　（中辛口） 780

　　クオリティーならこれ!!

至極の”山崎”ハイボール

俺のメガハイボール 580
コスパ最高！

定番！お好みで選べる俺の泡

【南フランス　　品種/カベルネ・メルロー】

俺のジンジャーメガハイボール 580

アルコールフリー 580
コスパ最高！

原価出し！俺のフランチャコルタ 1200 俺の赤 680 1880
　　ボリュームならこれ!!  　メガ級！

コスパの白 500 1500俺の泡　スパークリング白（辛口） 780

俺の名物！　”なみなみの泡” 厳選！　グラスワイン ビール＆ハイボール
溢れんばかりに注ぎます！

生ビール　(サッポロ黒ラベル) 680

なみなみと注がれるシャンパーニュは「俺の」シリーズだけ！

俺のソムリエ30人が選び抜いたワイン！

エビス・ブラック　（小瓶） 580
原価出し！俺のシャンパン 1200 俺の白 680 1880



　　　…トマトソース

　　　…ビアンカ

ＰＩＺＺＡ ＭＥＮＵ

定番のマルゲリータ 680
トマト（赤）モッツァレラ（白）バジル（緑）のイタリアンカラーの

定番ピッツァ。

４種のチーズ クワトロフォルマッジョ 780
モッツァレラ・ゴルゴンゾーラ・リコッタ・パルメジャーノ

チーズ好きにはたまらない はちみつと共に…

ピッツァ ハーフ＆ハーフ 880
定番マルゲリータとクワトロフォルマッジｮ

どちらも味わえるピッツァ。

マリナーラ 580
船乗りのピッツァ。チーズ不使用。

アンチョビ・オレガノ・ニンニクのトマトソース。

プロシュート・ルッコラ 880
トマトベースに焼き上げたピッツァに

ルッコラと生ハムをトッピング。

サルシッチャとスカモルツァアフミカータ

ピッツァ・ビアンカ 880
自家製サルシッチャとブロッコリーを

柔らかな燻製香とミルキーなチーズで！

俺イタ名物！！

トリュフとポルチーニのビスマルク 980
とろーり半熟卵にトリュフとポルチーニのソースをかけて贅沢に

トリュフをのせています。


