


※お料理・お飲物の価格はすべて税抜価格です。

国産鶏胸肉と
チーズの香草パン粉焼き 980

(税込1,078)Baked chicken breast
with cheese and herb bread crumbs

「俺の」名物! 1日限定5食のみのご提供です!

牛フィレとフォアグラのロッシーニ
～ソース・ペリグー～ 2,480

(税込2,728)“Rossini” Style  
Beef fillet and Foie gras with Sauce Perigueux

このボリューム（300g）で!この価格は「俺の」だけ!

若姫牛サーロインのグリル
タリアータ 1,680

(税込1,848)Grilled “WAKAHIME” BEEF Sirloin “Tagliata style”

フランス産鴨胸肉のロースト
～栗とキノコの赤ワインソースゴルゴンゾーラ風味～

1,380
(税込1,518)

French roasted duck breast 
with Chestnut and Mushroom Redwine souce
Gorgonzola flavor

若姫牛サーロインのグリル
タリアータ

・コーヒー（ホットorアイス）
Coffee (Hot or Ice)

・エスプレッソ
Espresso

・紅茶（ホットorアイス）
Black Tea (Hot or Ice)

・ハーブティ（ローズヒップ）
Herb Tea (Rose hip) 

グラッパ
Grappa

貴腐ワイン
Noble wine

国産牛ホホ肉のバルサミコ煮 1,680
(税込1,848)Stewed domestic beef cheek meat with balsamic

MAIN （メイン・肉料理）

イベリコ豚のコンフィ
～ベーコンとポワロ葱のコンソメスープ仕立て～

1,180
(税込1,298)

Iberian Pork confit  
with Bacon and Poire onion Consomme soup style

フランス産鴨胸肉のロースト
～栗とキノコの赤ワインソース ゴルゴンゾーラ風味～

自慢のティラミス
Our signature “ Tiramisu”

480
(税込528)

パンナコッタと洋梨のコンポート
Panna cotta & Pear compote

380
(税込418)

栗とカスタードのスフォリアテッレ
Chestnut and custard  “Sfogliatella”

480
(税込528)

アイス3種の盛り合わせ
Assorted ice cream (3kinds)

380
(税込418)

食後のお飲み物 各380
(税込418)

480
(税込528)

680
(税込748)



生食パン（1カット） ¥150
(税込165)English bread (4pieces)

お好み
の

料理と
ご一緒

に

いかが
ですか

?

COLD APPETIZER （冷前菜）

本日鮮魚のカルパッチョ 580
(税込638)Today’s Fresh fish Carpaccio

水牛モッツァレラチーズのカプレーゼ 680
(税込748)Whole Mozzarella cheese  Caprese Salad

HOT APPETIZER （温前菜）

24ヵ月熟成パルマ産生ハム 780
(税込858)Prosciutto PARMA, 24 month aged

海老と砂肝・キノコのコンフィ 780
(税込858)Confit  〜Shrimp and gizzards and mushrooms〜

前菜Ｎo.1! お1人様1個がおすすめ♪

国産カボチャとマスカルポーネの
なめらかエスプーマ 450

(税込495)Espuma with pumpkin and mascarpone cheese

ポテサラとスモークサーモンのタルタル 680
(税込748)Original potato salad and smoked salmon tartar

俺んちのサラダ 780
(税込858)Caesar salad "ORENO" Styles

こだわりオリーブのマリネ 380
(税込418)Commitment marinated olives

自家製ピクルス 380
(税込418)Homemade Pickles

お野菜

ルッコラ・パルミジャーノチーズ
のグリーンサラダ

480
(税込528)

Green salad  with  roquette and parmigiano cheese

パスタシートの
スパイシーフリット 380

(税込418)Spicy frit on pasta sheet

パルミジャーノチーズ 380
(税込418)Parmigiano cheese

ゴルゴンゾーラと
フルーツジャムの
チーズパテ

480(税込528)
Gorgonzola and fruit jam 
cheese pate

おつまみ

プリップリッの海老とジューシーな砂肝のアヒージョスタイルです。

サルデーニャ島の伝統料理
パネ・フラッタウ 海老と砂肝・キノコのコンフィ

ポテサラと
スモークサーモンの
タルタル

カボチャと
マスカルポーネの
エスプーマ

モンドセレクション2019・2020 2年連続金賞受賞

とってもクリーミーなチーズと
生ハムのお得な盛り合わせです

サルデーニャ島の伝統料理

パネ・フラッタウ 780
(税込858)Sardinian traditional food   Pane-Frattau

薄いピザ生地にリコッタチーズ、トマトソースをミルフィーユ状に。半熟卵とご一緒に!

牛ホルモンと半熟卵のMISO赤ワイン煮 680
(税込748)Japanese”MISO” and red stew of beef hormone & Soft-boiled egg

※お料理・お飲物の価格はすべて税抜価格です。

PIZZA （ピッツァ）

PASTA &RISOTTO （パスタ＆リゾット）

マリナーラ（アンチョビ・ニンニク・オレガノ） 580
(税込638)Marinara (Tomato,Anchovies,Oregano,Garlic）

マルゲリータ（モッツァレラ・バジル） 680
(税込748)Margherita (Tomato,Basil,Mozzarella)

クワトロフォルマッジ（4種チーズ） 780
(税込858)4kinds Cheese Pizza

ハーフ&ハーフ（4種チーズ&マルゲリータ） 880
(税込968)Half & half   (4kinds Cheese & Margherita)

揚げ茄子のトマトソースノルマ風（ペンネ）780
(税込858)Tomato sauce with Fried eggplant  “Norma style”

ンドゥイヤとこだわりキノコの
ペペロンチーノ（スパゲッティーニ）
※ンドゥイヤ：豚と唐辛子のサラミ風ペースト

980
(税込1078)

Spaghetti Peperoncino with “Nduja”and sticky mushrooms

トリュフと
ポルチーニのビスマルク

お肉屋さんのラザーニャ

ベーコンとトリュフ温玉の
黒いカルボナーラリゾット 980

(税込1,078)Carbonara Risotto “bacon and truffle”

俺のイタリアン一番人気のパスタ!

ワタリガニのトマトクリームソース
（スパゲッティーニ） 880

(税込968)Tomato Cream Spaghetti with Gazami Crab

サルシッチャ・スカモルツァ
アフミカータのピッツァ【ビアンカ】 880

(税込968)Bianca pizza  （Salsiccia / Smoked cheese）

シラスたっぷりのジェノベーゼ
（スパゲッティーニ）

880
(税込968)

Spaghetti Japanese”SHIRASU”   “Genovese”
お肉屋さんのラザーニャ 880

(税込968)Butcher’s  lasagna （Bacon,beef streak,etc）

シンプルな
パルミジャーノチーズのリゾット 680

(税込748)Simple risotto  parmigiano cheese

生ハム・マスカルポーネ・イチジク・
バルサミコのピッツァ【ビアンカ】

マルゲリータ
（モッツァレラ・バジル）

生ハム・マスカルポーネ・イチジク・
バルサミコのピッツァ【ビアンカ】 880

(税込968)Bianca pizza（Rawham / Mascarpone / fig / Balsamic）

ンドゥイヤとこだわりキノコの
ペペロンチーノ（スパゲッティーニ）

※ンドゥイヤの辛さが極み立つパスタです。

お持ち帰り用「銀座の食パン～香～」

1本（2斤）

『俺のBakery』で一番人気の食パン
当店でも販売中!!

¥927(税込1,000)

ブッラータと生ハム盛り合わせ 1,180
(税込1,298)Chef's select ! Assorted Prosciutto of Italian Cheese

※ブッラータ…女性に人気の最高級生クリーム入りフレッシュチーズ

創業以来のベストセラー!

トリュフとポルチーニの
ビスマルク 980

(税込1,078)Special Bismarck (Truffle,Porcini,Eggs,Cheese)

フォアグラトッピング +¥380
Topping Foie gras

トッピングでパルミジャーノリゾットがさらに美味しく!
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