
サンドイッチSandwich
SPECIAL HUMBERGER with STEAK SAUCE

究極のハンバーガー 1,500
（税込1,650）（フライドポテト付き）
小麦・乳・卵特定原材料

US産アンガス牛のパテ200g、目玉焼き、BLTを「銀座の食パン～香～」
の生地で作ったオリジナルのバンズでサンド。仕上げはトリュフ香るス
テーキソースで。フライドポテトが200g添えられて、味もボリュームも大
満足な、贅沢バーガーができました。

US産アンガス牛のパテ200g、目玉焼き、BLTを「銀座の食パン～香～」
の生地で作ったオリジナルのバンズでサンド。仕上げはトリュフ香るス
テーキソースで。フライドポテトが200g添えられて、味もボリュームも大
満足な、贅沢バーガーができました。

「銀座の食パン～香～」を使い、「俺のフレンチ」で培ったフランス
料理の調理技術を活かして48時間以上かけて仕込んだ当店の
看板スイーツです。

「銀座の食パン～香～」を使い、「俺のフレンチ」で培ったフランス
料理の調理技術を活かして48時間以上かけて仕込んだ当店の
看板スイーツです。

俺のフレンチトースト
1番人気!!

FRENCH TOAST

1,000
（税込1,100）
小麦・乳・卵特定原材料

〈プレーン or コーヒー〉

380
（税込418）

本日のスープ Today's Soup
小麦・乳・卵特定原材料

ご一緒にいかがですか？

トリュフ香る
奥久慈たまごサンド

1000
（税込1,100）

小麦・乳・卵特定原材料

“OKUKUJI PREMIUM EGGS” 
SPECIAL SANDWICHES with TRUFFLE

EGG SANDWICHES 
(MUSTARD/WITH OUT MUSTARD)

厚焼きたまご
サンドイッチ
（からし入/からし抜）

630
（税込693）

小麦・乳・卵特定原材料

815
（税込896）

630
（税込693）

380
（税込418）

480
（税込528）

380
（税込418）

SPECIAL SANDWICHES 
with “OKUKUJI PREMIUM EGGS”

奥久慈卵の
たまごサンド

小麦・乳・卵特定原材料

ヒレかつサンド

1,000
（税込1,100）

小麦・乳・卵特定原材料

SWEET RED BEANS 
SANDWICHES

小倉バターの
サンドイッチ

小麦・乳特定原材料

300
（税込330）

ミニサラダ Mini Salad
小麦・乳・卵特定原材料

380
（税込428）

本日のソルベ Today's Solbet

小麦・乳・卵特定原材料

FIRRET CUTLET
SANDWICHES

ハーフ ハーフハーフ 380
（税込428）

バニラアイス～温チェリーソース～
小麦・乳・卵特定原材料

Vanilla  Ice ~Hot cherry sauce~

580
（税込638）ORIGINAL BLEND COFFEE

ブレンドコーヒー

580
（税込638）COLD BREW COFFEE

アイスコーヒー

580
（税込638）AMERICAN

アメリカン

580
（税込638）ESPRESSO

エスプレッソ

680
（税込748）DOUBLE ESPRESSO

ダブルエスプレッソ

580
（税込638）

ORIGINAL BLEND TEA（Hot / Iced）

紅茶～オリジナルブレンド～
（HOT/ICE）

580
（税込638）

HERB TEA（CHAMOMILE / ROOIBOS）

ハーブティー
（カモミール/ルイボス）

（税込660）
600

ICED PEACH TEA

アイスピーチティー
（リストラ・アッラ・ぺスカ）

680
（税込748）

ROYAL MILK TEA（Hot / Iced）

ロイヤルミルクティー
（HOT/ICE）

HOT ICE

600
（税込660）CAFE LATTE （Hot(Cappuccino) / Iced）

カフェ・ラテ（HOT/ICE）

コーヒー＆紅茶Coffee & Tea

380
（税込418）OOLONG TEA

ウーロン茶

480
（税込528）COCA COLA

コカ・コーラ

480
（税込528）GINGER ALE

ジンジャーエール

480
（税込528）ORANGE JUICE

オレンジジュース

480
（税込528）APPLE JUICE

リンゴジュース

ソフトドリンクSoft Drink

480
（税込528）

HOMEMADE LEMONADE

自家製レモネード
（HOT/ICE）

アルコールAlcohol

RED WINE
俺の赤 680

（税込748）

WHITE WINE
俺の白 680

（税込748）

SPARKLING WINE
俺の泡 680

（税込748）
なみなみ

SPARKLING WINE（ROSE）
俺の泡（ロゼ） 680

（税込748）
なみなみ

HIGH BALL
ハイボール 480

（税込528）

GINGER HIGH BALL
ジンジャーハイボール 580

（税込638）

ALCOHOL FREE
アルコールフリー

580（税込638）

Non-Alcohol

GRAPE SPARKLING (NON-ALCOHOL)
グレープスパークリング

580（税込638）

なみなみ

ORIGINAL CRAFT BEER
俺のエール

700（税込770）

※その他ボトルワイン・ビール
　別紙にてご用意あります。



俺のアプリ
ダウンロード
はこちら

スタンプを集めて
クーポンがもらえる!
ダウンロード＆初回登録クーポンも
あります！ ＠oreno_bakery

インスタアカウント
ほぼ毎日
情報発信
してます!

1.5斤
サイズ

厳選された
国産原料
のみ使用

銀座の食パン～和～
なごみ

1本（1.5斤） ¥741（税込800円）

中はもちろん、耳までしっとりふわふわな柔らかさ。

ほんのり甘みを感じ、お客様の心まで和んでいただく

こだわりの食パンが生まれました。

新たな食パンが
生まれました

から

当店の食パンはトランス脂肪酸（マーガリンなど）、保存料、酸化防止剤不使用です。
※食パンの店頭でのカットは出来かねますので、予めご了承くださいませ。

歌舞0715

マスカルポーネとはちみつ練りこんだ、リッ
チな食パン。

マスカルポーネとはちみつ
1本（1斤） ¥834（税込900円）

特定原材料 小麦 乳

3種のレーズン
1本（1斤） ¥926（税込1,000円）

ふっくら生地に3種のこだわりレーズンを練りこ
みました。個性の違うレーズンたちが噛むたび
に美味しさを変化させます。トーストもオススメ!

特定原材料 小麦 乳

KABUKI大納言
1本（1斤） ¥834（税込900円）

北海道産の大納言小豆をたっぷり練り込
み、隠し味に抹茶を使用した食パン。

特定原材料 小麦 乳

トーストに
オススメ

しっとり
ふわふわ

銀座の食パン～和～

厳選された国産原料のみを使用し、国産小麦
粉の風味を最大限活かした食パン。中はもち
ろん耳までしっとりふわふわな柔らかさ。ほんの
り甘みを感じます。 特定原材料 小麦 乳

1本（1.5斤） ¥741（税込800円）

かおり なごみ

銀座の食パン～香～

岩手県『なかほら牧場』の自然放牧牛の牛乳
と国産希少小麦を使用した、ミルクの風味と
甘みのあるもっちりとした食パン。

特定原材料 小麦 乳

1本（2斤） ¥926（税込1,000円）
山型の食パン

特定原材料 小麦 乳

トーストのためのイギリスパン。白ワインの発酵
種を使用してすっきりとした焼き上がり。サクッ！
カリッ！フワッ！の食パン。

1本（2斤） ¥834（税込900円）

もっちり
濃厚

新発売
2020年7月

安心・安全な食パンをお届けします
当店では、トランス脂肪酸（マーガリンなど）、保存料、酸化防止剤不使用の、

安心・安全な食パンを販売しています。


