
※記載の価格は税抜表記です。

一口カマンベールコロッケ 380
(税込418)Camembert croquette

蝦夷アワビと青海苔ジュレ 380
(税込418)Abalone and Seaweed Jelly

オマール海老の爪のフリット 380
(税込418)Fried Lobster Claw

高級食材を贅沢に使用 し た
ひ と口サ イズの前菜です
おひとりおひとつどうぞ！

至福の小さな前菜

定番！お酒のおつまみ

ワ イ ン にぴ った り ！
皆様で楽 しめる メニ ュ ーを集めま した ！

厚切り！田舎風お肉のパテ 780
(税込858)Pate de Campagne

オリーブマリネ 480
(税込528)Marinated Olives

スペイン産ハモンセラーノ 980
(税込1,078)Spanish ham “Jamon Serrano”

お野菜の自家製ピクルス 480
(税込528)Assorted Pickles

濃厚！白レバームース 680
(税込748)Chicken Liver Mousse

フライドポテト
(アンチョビマヨネーズ / ケチャップ)
French Fries (Anchovy Mayonnaise / Ketchup)

480
(税込528)

本日の鮮魚のカルパッチョ 880
(税込968)Carpaccio of Today’s Fish

たっぷり！俺んちサラダ 780
(税込858)“Oreno” Salad

俺の定番!!ウニのカクテル 980
(税込1,078)Sea urchin cocktail

贅沢なキャビアプレート 2,280
(税込2,508)“Luxury” Caviar plate

サーモンのミキュイ
キャビア添え

980
(税込1,078)

Half Cooked Salmon with Caviar

貝類のグラタン
～ノルマンディー風～

680
(税込748)

Shellfish’s Gratin  -Normandy style-

温

フ レ ン チはや っぱ り こ こか ら ス ター ト ！
見て楽 しい ！ 食べ て楽 しい ！
技 あ り メニ ュ ーばか りです

前菜

たっぷり!
俺んちサラダ

温

濃厚！
白レバームース

お好みでご一緒にいかがですか？

+380
(税込418)Bread of “ORENO-Bakery” 

俺のBakeryの特製パン

+50
(税込55)Olive oil / Butter

オリーブオイル / バター

オリーブマリネ

トリッパのトマト煮込みア・ラ・モード 680
(税込748)Toripa stewed with Tomate

温



※記載の価格は税抜表記です。

オマール海老丸ごと1尾のロースト

※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。

ボ リ ュ ー ム と コ スパ満点 ！

黒毛和牛のビストロハンバーグ 1,380
(税込1,518)Japanese "KUROGEWAGYU" Beef hamburger steak

豚肉の白ワイン煮込み ミロトン風 1,580
(税込1,738)Stewed Pork with white wine Miroton style

鴨胸肉のロースト ～ルーアン風～ 1,680
(税込1,848)Roasted Duck –Rouen style-

“定番!!噛みしめる旨味”
牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ 1,980

(税込2,178)“Classic”"Rossini" Roasted Beef Fillet and Sauteed Foie Gras

本日の鮮魚料理シェフのスタイルで 1,480
(税込1,628)Today‘s Fish Today's Style

オマール海老丸ごと1尾のロースト
Roasted Lobster

1,980
(税込2,178)

お好みでご一緒にいかがですか♪

+380
(税込418)Extra Risotto made out of Lobster Sauce

オマールソースを最後まで！追加リゾット

ポルチーニとトリュフのリゾット 780
(税込858)Porcini Mushroom and Truffle Risotto

リゾット

渡り蟹のトマトクリームリゾット 880
(税込968)Blue Crab Tomato Cream Risotto

こ だわ りの フ レ ン チ リ ゾ ッ ト ！

メインディッシュ

渡り蟹の
トマトクリームリゾット

+380
(税込418)Bread of “ORENO-Bakery” 

俺のBakeryの特製パン

牛フィレ肉と
フォアグラのロッシーニ

“ホロホロ柔らか”
牛煮込みとフォアグラのロッシーニ 1,680

(税込1,848)“Tender””Rossini” Stewed Beef and Sauteed Foie Gras

好みに合わせて選べる2種のロッシーニ♪



食後酒

※記載の価格は税抜表記です。

コーヒー&紅茶

コーヒー 380
(税込418)Coffee (Hot / Iced)

紅茶 380
(税込418)Tea (Hot / Iced) 

デザートご注文の方はコーヒー・紅茶が200円 (1点につき1杯）

バスク風チーズケーキ 480
(税込528)Basque Burnt Cheese cake

アイス盛り合わせ 480
(税込528)Assorted Ice Cream

林檎とアーモンドのケーキ
～ガトー・ノルマン～

680
(税込748)

Apple and Almond Cake
-Gateau Normand-

紅茶のブリュレと
塩キャラメルアイス

580
(税込638)

Crème Brulee of Tea with Salted Caramel Ice Cream

デザート

ソーテルヌ ／ ミュスカ・ド・ボーム・ド・ヴニーズ 500
(税込550)Sauternes Muscat de Beaume de Venise

マデラワイン ／ グラッパ ／ カルヴァドス 500
(税込550)Vinho da Madeira Grappa Calvados 

デザートと
ご一緒に
いかがでしょうか？

モンドセレクション2019金賞他、3年連続
で受賞

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!!

税込220


