
1本（2斤） ¥1,100
銀座の食パン～香～

かおり

モンドセレクション2019・2020 2年連続金賞受賞!2年連続金賞受賞!

12：00～13：30／17：00～21：00デリバリー受付時間

千代田区・港区・中央区・江東区
※店舗から半径３km圏内に限ります。配達可能エリア

東京都中央区銀座8-3-11 和恒ビル1階俺のイタリアン JAZZ

東京都中央区銀座8-3-12 GINZA須賀ビル1階俺のスパニッシュ

東京都中央区銀座8-3-12 ＧＩＮＺＡ須賀ビル2階俺のフレンチ
銀座コリドー街

メニュー及び
ご注文は下の
QRコードから

ランチに最適!
一皿で大満足なお料理

ホームパーティーに最適な
俺のスパニッシュのオードブル

俺のBakeryの一番人気の食パンもご注文いただけます

PIZZA ピッツァ PASTA パスタ

マルゲリータピッツァ ¥880

贅沢！赤海老の
濃厚トマトクリームパスタ

¥1,680

魚介と鶏肉の
ミックスパエリア

M（1～2名様）¥1,200 M（1～2名様）¥1,500
イベリコ豚のパエリア

M（1～2名様）¥1,200
イカスミのパエリア

M（1～2名様）¥1,200
鶏肉と野菜のパエリア

赤
重め
濃厚
白

辛口
Ｄｒｙ

泡
辛口
Ｄｒｙ

白甘口
Sweet

微発泡

美味しい
お食事のお供に。

グランボー レゼルブカベルネ・メルロー
Cabernetsauvignon merlot

フルール・ド・シャルロットシャルドネ
Fleur de charlotte

ミ・モスカテル
Mi moscatel

レディ・ジュリアナ・ロゼ
Lady Juliana rose sparkling

俺のオリジナル ボトルワイン 各¥1,500

赤重め
濃厚

白辛口
Ｄｒｙ

泡辛口
Ｄｒｙ

白甘口
Sweet

微発泡

PAELLA パエリア

 ※お料理の写真はイメージです。お届けの際は使い捨て容器に入れてお届けいたします。 ※記載の価格は全て税込価格です。

※記載の価格は全て税込価格です。

のぶ太郎いものジェノベーゼ
¥1,080

4種チーズの
クアトロフォルマッジ ¥1,080

生産者からの産直トマトを使った
シンプルなピッツァ ¥1,180

ハーフ&ハーフ
（マルゲリータとクアトロフォルマッジ）

¥1,200

CURRY カレー

フレンチシェフの
特製スパイシーカレー

¥1,000

カチョエペペ 
パルメザンチーズと黒胡椒のシンプルパスタ 

¥880 夏の定番！
焼き茄子のパスタ ¥1,080

生産者から直送！
こだわり野菜をふんだんに
使ったパスタ ¥1,180

三重県産沖しじみの
ボンゴレビアンコ ¥1,280

俺のオードブル（3～4名様用）

・オードブル盛り合わせ
・ミックスパエリア（Lサイズ）

¥4,000スパニッシュ4,000円コース

・オードブル盛り合わせ
・イベリコ豚ロースト
・シーフードパエリア（Lサイズ）

¥6,000スパニッシュ6,000円コース

・オードブル盛り合わせ
・イベリコ豚ロースト ロッシーニ風
・オマール海老のパエリア（Lサイズ）

¥8,000スパニッシュ8,000円コース

俺のオードブル
スパニッシュ6,000円コース

5,000円以上のご注文で配送料無料!
商品代金自社デリバリーなので

シンプル会計 ＋ 配送料
 250～750円（※）

※店舗から半径1km…２５０円／店舗から半径2km…500円／店舗から半径３ｋｍ…750円

ご注文はこちら

当店スタッフが
心を込めて
丁寧に運びます！

3店のお料理を
まとめてデリバリー!



MAIN DISH メイン
COURSE コース料理

俺のフレンチ
銀座コリドー街

料理長　西村 友一

味はもちろん、
見た目の美しさにも
定評のあるシェフ

俺のスパニッシュ
料理長　葛西慎太郎

パエリアが
とにかく美味しい！
と評判のシェフ

PIZZA ピッツァ PARTY COURSE ピッツァ PAELLA パエリア

COLD TAPAS 冷製タパス HOT TAPAS 温製タパス

MAIN DISH メイン MAIN DISH メイン

ITALIAN APPETIZER イタリアンの前菜
FRENCH APPETIZER フレンチの前菜

PASTA パスタ

Chef´s SPECIAL
スペシャリテ

RISOTTO リゾット

マルゲリータピッツァ

のぶ太郎いものジェノベーゼ
¥1,080

4種チーズの
クアトロフォルマッジ ¥1,080

生産者からの産直トマトを使った
シンプルなピッツァ ¥1,180

ハーフ&ハーフ
（マルゲリータとクアトロフォルマッジ）

¥1,200

¥880

贅沢！赤海老の
濃厚トマトクリームパスタ

¥1,680

有機ロメインレタスの
イタリアンサラダ ¥500
ゼッポリーネ（一口揚げピザ６個）

¥580

岩手県産真ダコと
セロリのマリネ ¥680
ズッキーニの
パルミジャーノフリット ¥680

スパイシーポテトサラダ
～長崎県産のぶ太郎いも～ ¥780

オマール海老
丸ごとロースト ¥2,300

生産者から直送！
こだわりトマトの
カプレーゼ ¥880

アランチーニ
～イタリア風ライスコロッケ3個～

¥680 国産牛の
冷製ローストビーフ ¥1,100

イタリアン前菜
６種盛合せ ¥1,580
エゾ鹿のソーセージ（3本）

¥1,000
トマト好きのための
こだわりトマトの冷菜 ¥890

生産者から直送！
こだわり野菜盛り合わせ
～その野菜に最適な調理法で～ ¥2,000

ブラックアンガス牛の
ステーキ

¥2,080（200g）

¥2,580（300g）

俺のイタリアンJAZZ
料理長　安達 雅和

生産者との
つながりを大切にし、
食材にこだわるシェフ

俺のフレンチ人気のお料理を選りすぐり!
俺のフレンチ パーティーセット
フレンチコース
〈お品書き〉
・サラダとプチ前菜
・本日の魚料理
・牛ヒレ肉とフォアグラのロッシーニ
・本日のリゾット

鶏白レバーのパテ
¥570

牛すじ肉のトマト煮込み
¥680

俺のフレンチ渾身の
前菜6種盛り ¥1,380

プチサラダ ¥250 フライドポテト ¥470 フレンチサラダ ¥540

ポルチーニと
いろいろキノコの
リゾット ¥980

ワタリガニの
トマトリゾット

¥980

フォアグラと
パルメザンチーズの
リゾット ¥1,870

カチョエペペ 
パルメザンチーズと黒胡椒のシンプルパスタ 

¥880 夏の定番！
焼き茄子のパスタ ¥1,080

生産者から直送！
こだわり野菜をふんだんに
使ったパスタ ¥1,180

三重県産沖しじみの
ボンゴレビアンコ ¥1,280

牛フィレ肉と
フォアグラの
ロッシーニ
¥2,200

フレンチシェフの
特製スパイシーカレー

¥1,000
鴨もも肉のコンフィ

¥1,120

仔羊の背肉 
ラタトゥイユと
バジルの香り ¥1,650

海老とズワイガニの
パートフィロ包み焼き

¥1,870

スペイン風サンドイッチ
ボカディージョ

¥1,000

イベリコ豚ロースの
鉄板焼き（200g）

¥1,780

幻の水迫牛（黒毛和牛）の
赤ワイン煮込み（200g）

¥2,780

M（1～2名様）¥1,200
Ｌ（3～4名様）¥2,400

鶏肉と野菜のパエリア

Ｌ（3～4名様）¥2,400

ハーフ＆ハーフパエリア
～鶏肉と野菜＆イカスミ～

魚介と鶏肉のミックスパエリア
M（1～2名様）¥1,200
Ｌ（3～4名様）¥2,400

イベリコ豚のパエリア
M（1～2名様）¥1,500
Ｌ（3～4名様）¥3,000

イカスミのパエリア
M（1～2名様）¥1,200
Ｌ（3～4名様）¥2,400

俺のスパニッシュサラダ ¥900

フォアグラのフラン ¥780

俺のスパニッシュタパス
6種盛り合わせ ¥1,580

スペイン産生ハムと
サラミの盛り合わせ ¥980

スパイシー
イカのフリット ¥580

ポテトフライ＆
イベリコのクロケッタ ¥780

チョリソーのプランチャ焼き
～モル―ノ風～ ¥980

トルティージャ 
スペイン風オムレツ ¥780

オリーブの盛り合わせ
¥480

ツナとトマトの
ムルシア風サラダ ¥680

バゲット（1/2サイズ）
¥300

スペイン風ピクルス
～バンデリージャ～ ¥480

ムール貝とアサリの
シェリー蒸し ¥880

スペイン風ミートボール
～アルボンディガス～ ¥880

 ※お料理の写真はイメージです。お届けの際は使い捨て容器に入れてお届けいたします。 ※記載の価格は全て税込価格です。

¥3,300（1名様コース）
¥6,600（2名様コース）
¥9,900（3名様コース）
¥13,200（4名様コース）

俺のフレンチ パーティーセット
フレンチコース

パーティーセット
スパニッシュコース

¥2,980（1名様コース）
¥5,960（2名様コース）
¥8,940（3名様コース）
¥11,920（4名様コース）

〈お品書き〉
・前菜3種盛り合わせ
・生ハムを乗せたスパニッシュサラダ
・イベリコ豚のロースト
・シーフードパエリア
・デザート

※写真はイメージです。


