
※記載の価格は税抜表記です。

なみなみ!私のノンアル泡（ぶどう） 780
(税込858)Non-Alcohol Sparkling Wine (Grape)

俺のフレンチで
乾杯といえばこれ!!

“俺の”名物!

なみなみ
ワイン

なみなみ! 私のノンアル泡（リンゴ） 780
(税込858)Non-Alcohol Sparkling Wine (Apple)

なみなみ! 今月の俺のシャンパン1,280
(税込1,408)Monthly “ORENO” Champagne

なみなみ! モスカテル（甘口） 780
(税込858)Sparkling wine (Sweet)

なみなみ! 白ワイン 780
(税込858)White wine (Glass full)

なみなみ! 赤ワイン 780
(税込858)Red wine (Glass full)

680

なみなみ! 俺の泡 （辛口） 780
(税込858)Sparkling wine

白

なみなみ! ロゼの泡 780
(税込858)Sparkling wine (Rose)

旬



※記載の価格は税抜表記です。

赤ワイン

俺のフレンチ人形町は、
ワインの品揃えがスゴい！
「俺のフレンチ人形町」は、「俺の」シリーズ在籍のソムリエの中でも特に優れた実

績・キャリアを持つソムリエ 白井陽一が店長を務めており、その確かな知識と目利

きで、ワイン好きのお客様を満足させます。

特に、ボトルワインリスト掲載のワインは、他の「俺の」シリーズのお店を圧倒する高品

質ワインを取り揃えており、 「俺のフレンチ人形町」のみで開催している「ワイン会」で

は、「シェ松尾」出身のシェフ 國仲のペアリングメニューと共に、希少なワインの飲

み比べも行っております。

ワイン選びに迷う方、掘り出し物に出会いたい方は、是非、ソムリエ 白井までお声掛

けくださいませ!

白ワイン

スパークリングワイン

白井 陽一 （しらい よういち）
「宝塚ホテル」、「京都新阪急ホテル」のチーフ
ソムリエを務めた後、ブライダル会社でレストラ
ン事業の立ち上げ、責任者、チーフソムリエに
就任。
ソムリエとしては、第3回全日本最優秀ソムリエ
コンクール&第11回世界ソムリエコンクール日
本代表選考セミファイナル、キュヴェルイーズソ
ムリエコンテストセミファイナル（全国）等、数々
のソムリエコンクールでも優秀な実績を残す。

なみなみ! 今月の俺のシャンパン 1,280
(税込1,408)Monthly “ORENO” Champagne

なみなみ! 俺の泡 780
(税込858)Sparkling wine

なみなみ! ロゼの泡 780
(税込858)Sparkling wine (Rose)

なみなみ! モスカテル（甘口） 780
(税込858)Sparkling wine (Sweet)

なみなみ! 俺のノンアル泡（ぶどう） 780
(税込858)Non-Alcohol Sparkling Wine (Grape)

なみなみ! 俺のノンアル泡（リンゴ） 780
(税込858)Non-Alcohol Sparkling Wine (Apple)

なみなみ! 白ワイン 780
(税込858)White wine (Glass full)

俺の白（シャルドネ） 780
(税込858)White wine (Chardonnay)

チリワイン（ソーヴィニョン・ブラン） 500
(税込550)White wine of Chile( Sauvignon Blanc)

今月の白ワイン 880
(税込968)Monthly White wine

俺のシャブリ 980
(税込1,078)White wine of Chablis

オーストラリアワイン（シャルドネ・セミヨン） 500
(税込550)White wine of Australia ( Chardonnay Semillon）

なみなみ! 赤ワイン 780
(税込858)Red wine (Glass full)

俺の赤（カベルネ・メルロー） 780
(税込858)Red wine (Cabernet Merlot)

イタリアワイン（ピノノワール） 500
(税込550)Red wine of Italy(Pinot Noir)

今月の赤ワイン 880
(税込968)Monthly Red wine

俺のボルドー 980
(税込1,078)Red wine of  Bordeaux

オーストラリアワイン（カベルネ・シラーズ） 500
(税込550)Red wine of Australia(Cabernet Shiraz)



※記載の価格は税抜表記です。

カクテル

ビール・ウイスキー

サッポロ生ビール 680
(税込748)Sapporo Draft beer

俺のハイボール（甲州韮崎） 580
(税込638)highball (Koshu Nirasaki)

デュワーズハイボール 580
(税込638)Dewars highball

ノンアルコールビール 580
(税込638)Non-Alcohol Beer

食後酒

フランスソーテルヌ
貴腐ワイン 800

(税込880)Noble wine from France Sauternes

食後のひとときに…
マール 500

(税込550)Marl

俺のフレンチ人形町からのご案内
◆ お料理、お飲み物の価格はすべて『税抜表記』です。

◆ お1人様につきチャージ代300円（税抜）を頂戴いたします。

◆ アレルギーをお持ちの方はお気軽にスタッフにお申し付け

くださいませ。

◆ お席での『テーブル会計』にご協力下さいませ。

◆ 一部のお料理は、イラストと若干異なる場合がございます。

予めご了承願います。

自家製サングリア 680
(税込748)Homemade Sangria

シャンディガフ 580
(税込638)Shandy Gaff

ミモザ 580
(税込638)Mimosa

ベリーニ 580
(税込638)Bellini

カシス（ソーダ ウーロン オレンジ） 580
(税込638)Cassis (soda oolong orange)

俺のレモンサワー 680
(税込748)Lemon sour

ソフトドリンク

俺の“自家製”レモネード 580
(税込638)Homemade lemonade

赤ぶどうジュース 480
(税込528)Red grape juice

オレンジジュース 480
(税込528)Orange juice

俺の水出しウーロン茶 480
(税込528)Oolong Tea

富士ミネラルウォーター 480
(税込528)Fuji mineral water

富士ミネラルスパークリング 480
(税込528)Fuji mineral sparkling

ジンジャーエール(甘口or辛口） 480
(税込528)Ginger ale (Sweet or Dry)

この他にも色々取り揃えています。
詳しくはスタッフまでお声がけください。



ムール貝のヴェルモット蒸し 880
(税込968)Steamed of mussels with vermouth

オニオングラタンスープ 580
(税込638)Onion gratin soup

マッシュルーム＆
小エビ・小柱のアヒージョ 780

(税込858)Ahijo of mushrooms and shrimp, Yellow clam

アヒージョとご一緒にいかがですか？

+300
(税込330)“ORENO-Bakery” Bread

俺のBakeryのパン

※記載の価格は税抜表記です。

フレンチフライポテト
アンチョビとマヨネーズソース 480

(税込528)French fries with anchovies and mayonnaise sauce

自家製いろいろ野菜のピクルス 380
(税込418)Pickles of various homemade vegetables

3種のオリーブとドライトマトのマリネ 380
(税込418)Marinated 3kinds of olives and dried tomatoes

フルーツトマトのコンポート 480
(税込528)Compote of Fruit tomato

おつまみ

冷前菜

温前菜

3種類のオリーブと
ドライトマトのマリネ

自家製
いろいろ野菜の
ピクルス

海の幸と野菜の宝石箱
（イラストはイメージです）

俺んちのサラダ

ムール貝の
ヴェルモット蒸し

前菜Ｎo.1! お1人様1個がおすすめ♪
海の幸と野菜の宝石箱 980

(税込1,078)Jewelry box with seafood and vegetables
(Various seafood mousse with consomme jelly)

砂肝のコンフィサラダ 880
(税込968)Gizzard confit salad

鮮魚のカルパッチョ 780
(税込858)Carpaccio of Fresh fishes

宝石箱・カルパッチョにオススメ!!
TOPPING MENU

+300(税込330)Topping Sea Urchinウニ

+500(税込550)Topping Caviarキャビア

熟成生ハム 880
(税込968)Aged raw ham

俺んちのサラダ 780
(税込858)Caesar salad “ORENO” style

生ハムトッピング +300(税込330)Topping Raw ham



※記載の価格は税抜表記です。

リゾット

トリュフとパルメザンチーズのリゾット 980
(税込1,078)Risotto of Truffles and Parmesan cheese

肉料理・魚料理

牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ 1,980
(税込2,138)Beef fillet and Foie gras “Rossini Style” with Truffle sauce

仔羊のグリエ マスタードソース 1,780
(税込1,958)Grilled Lamb with Mustard sauce

カナダ産牛ハラミのステーキ（400g）
〜赤ワインソース〜 1,880

(税込2,068)Outside skirt steak of Canadian beef with Red wine sauce

カナダ産“活け”オマール海老のロースト 2,480
(税込2,728)Roasted fresh Lobster from Canada

モンドセレクション2019金賞他、3年連続で受賞

トリュフとパルメザンチーズのリゾット
＋フォアグラトッピング

牛フィレ肉と
フォアグラの
ロッシーニ

カナダ産ハラミステーキ
〜赤ワインソース〜

カナダ産
”活け”オマール海老のロースト

※メインのお料理はお時間を頂きますので、お早めのご注文をお願いいたします。

本日の肉料理 ASK
Today’s Special Meat dish

お好きなメニューをより一層贅沢に♪

+500
(税込550)Topping truffle

トッピングトリュフ

+600
(税込660)Topping foie gras

トッピングフォアグラ

+300
(税込330)Baguette made by “ORENO-Bakery”

俺のBakeryのパン

お持ち帰り用「銀座の食パン～香～」

￥1,000（税込）1本（2斤）

『俺のBakery』で一番人気の食パンを当店でも販売中!!

フォアグラトッピング +600(税込660)Topping Foie gras



コーヒー 480
(税込528)Coffee

エスプレッソ 480
(税込550)Espresso

ダブルエスプレッソ 580
(税込638)Espresso (Double)

アールグレイ 500
(税込550)Earl Grey Tea

オリエンタルバカンス 500
(税込550)Oriental vacance

茎焙じ茶 500
(税込550)Japanese Green tea “Kuki HojiCha”

食後酒

※記載の価格は税抜表記です。

デザート

ガトーショコラ

ほうじ茶のクレームブリュレ バニラアイス添え 580
(税込638)Houjicha creme brulee with vanilla ice cream

本日のデザート 580
(税込638)Today’s Dessert

ガトーショコラ 480
(税込528)Gateau chocolat

本日のアイス 480
(税込528)Today’s Ice cream

デザートにトッピングできます

+180
(税込198)Topping Vanilla ice cream

トッピングバニラアイス

貴腐ワイン 800
(税込880)Noble wine from France Sauternes

マール 500
(税込550)Marl

バニルンス 500
(税込550)Vanillus

シェリー オロロソ 500
(税込550)Sherry ororoso

ラム ネグリタ 500
(税込550)Ram Negrita

カルバドス 500
(税込550)Calvados

シャルトリューズ ヴェール 500
(税込550)Chartreuse veil

コニャック テセロン（1929年） 2,999
(税込3,299)Cognac Teseron

コーヒー&紅茶

800

500

デザートとご一緒にいかがでしょうか？

煎茶 600
(税込660)Japanese Green Tea “Sencha”


