
A LA CARTE アラカルトメニュー

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！

11：30～14：30／17：00～22：00デリバリー受付時間

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

TEL：０３-６４４１-３３４６
東京都港区赤坂3-10-11 対翠館ビル１F

1本（2斤） ¥1,200
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!

平日ランチ限定メニュー！

※日替わりでパスタが変わります。

※日替わりメニューの内容はWEBサイトでご確認いただけます。

3種類から選べる
パスタセット（サラダ付き）

¥1,250

300g！
U.S.サーロインステーキ
300g！
U.S.サーロインステーキ
300g！
U.S.サーロインステーキ
300g！
U.S.サーロインステーキ

¥1,780（サラダ・パン付き）

２種類から選べる
ピザセット（サラダ付き）
※日替わりでピザが変わります。

具だくさんサラダ ¥780
自家製トリュフバター（1個） ¥380
銀座の食パン～香～（2カット） ¥400
野菜たっぷりピクルス ¥580

フォアグラをのせた
牛ホホ肉の赤ワイン煮込み ロッシーニ風 ¥2,180

トリュフトッピング！ +¥500期間限定

平日のお昼からちょっと贅沢に♪

美味しいお食事のお供に

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¥1,650
グランボー レゼルブカベルネ・メルロー
Cabernetsauvignon merlot赤重め

濃厚

白辛口
Ｄｒｙ

泡辛口
Ｄｒｙ

白甘口
Sweet

微発泡

ヴーヴ・ペレティエ ブリュット
Champagne Veuve Pelletier Brut

赤
重め
濃厚
白

辛口
Ｄｒｙ

泡
辛口
Ｄｒｙ

白甘口
Sweet

微発泡

¥1,250

※写真は
　イメージです

※写真は
　イメージです

250年を超える歴史を持つ
英国王室御用達のシャンパーニュ。

“　　 ”のお食事を
 ご自宅でも。

LUNCH MENU 平日ランチメニュー

BOTTLE WINE ボトルワイン

BAGUETTE バゲット

お肉たっぷり
こだわりのラザーニャ ¥1,080

ローストビーフ
（U.S.サーロイン）

200g ¥1,800
300g ¥2,180

カニ・エビ・ホタテの
シーフードグラタン ¥1,080

骨付き鴨のコンフィ ¥1,380
オリーブポークの
スペアリブ ¥1,580

ウニを乗せた
オマールエビのグラタン ¥2,600

ウーロン茶（500ml） ¥200
コカ・コーラ（500ml） ¥200

SOFT DRINK ソフトドリンク

俺のBakeryオリジナルジャム
¥950各

・キャラメルバター・
  フルーツ&ナッツ
・いちごミルキージャム
・フレンチトーストスプレッド

俺のBakery特製
バゲット(26cm)

¥5001本 Champagne 
¥3,500辛口

Ｄｒｙ

11:30～14:30

11:30～14:30

※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。
※食材調達の都合により、予告なく内容変更・販売終了する場合がございます、予めご了承ください。

2021/01



MAIN DISH メイン

オマール海老のロースト
¥2,380

牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ
¥2,980

数量
限定

骨付き鴨のコンフィ ¥1,380
低温調理したイベリコ豚のロースト
¥1,580

ウニを乗せた
オマールエビのグラタン ¥2,600

PIZZA PAELLA パエリア

マルゲリータピッツァ ¥1,080
プレミアム
クワトロフォルマッジ ¥1,080

シンプルマリナーラ ¥980

ハーフ&ハーフ
（マルゲリータとクアトロフォルマッジ）
¥1,180

ピッツァバンビーノ
（ツナ・コーン・ベーコン） ¥1,180

ガーリックバター
ローストビーフパエリア ¥2,580

魚介たっぷり
シーフードパエリア ¥2,580

PASTA / LASAGNA / GRATIN パスタ/ラザニア/グラタン
本日のペペロンチーノ
¥1,080

渡り蟹のトマトクリームパスタ
¥1,300

お肉たっぷり
こだわりのラザーニャ ¥1,080

魚介たっぷりペスカトーレ ¥2,480

ゴルゴンゾーラとベーコンの
クリームパスタ
(マンチーニ社マッケローニ使用) ¥1,180

カニ・エビ・ホタテの
シーフードグラタン ¥1,080

青唐辛子と自家製サルシッチャの
アラビアータパスタ
(マンチーニ社マッケローニ使用) ¥1,180

COURSE コース

ローストビーフ
（U.S.サーロイン）

200g  ¥1,800
300g  ¥2,180

PARTY PLAN パーティープラン

Aセット ¥8,000
Bセット ¥12,000
Cセット ¥16,000

俺のフレンチ・イタリアン人気のお料理を選りすぐり!
AKASAKA ホームパーティーセット（4名様分）

海の幸のタルタルムース  ウニとキャビアのコンソメジュレ
具だくさんサラダ
殻付き牡蠣のグラタン
ピッツァ ハーフ&ハーフ（マルゲリータとクアトロフォルマッジ）
渡り蟹のトマトクリームパスタ
牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ
ティラミス

〈お品書き〉
・アミューズ
・冷菜
・温菜
・ピッツァ
・パスタ
・メイン
・デザート

俺のフレンチ・イタリアン人気のお料理を選りすぐり!
俺のフレンチ・イタリアン コース ¥5,000（お１人様）

写真は２名様分です

Aセット、Bセット、
Cセットの詳細は
注文時の画面
でご確認いた
だけます。

ピッツァ

フォアグラをのせた牛ホホ肉の
赤ワイン煮込み ロッシーニ風 ¥2,180
　　　　 トリュフトッピング！ ＋ ¥500期間限定

〈お品書き一例〉 ※Bセットの場合
・本日の前菜4種盛り合わせ
・パルマ産生ハムとイタリアハムの盛り合わせ
・シーザーサラダ
・ピッツァ ハーフ&ハーフ（マルゲリータとクアトロフォルマッジ）
・お肉たっぷりラザーニャ
・シーフードパエリア or ガーリックバターローストビーフパエリア
・フォアグラをのせた牛ホホ肉の赤ワイン煮込み ロッシーニ風 ×2皿
・銀座の食パン～香～ ×4カット
・自家製トリュフバター

※前日まで電話での
　ご予約お願い致します。

銀座の食パン～香～
（2カット） ¥400

やみつき！トリュフ香る
マッシュポテト ¥680

バケット（１本付き）セット ¥1,080バケット（１本付き）セット

自家製トリュフバター（1個）
¥380
¥780

お得！お得！
野菜たっぷりピクルス ¥580

水牛モッツァレラのカプレーゼ
生ハム添え ¥980

ナポリ風 魚介のマリネ ¥980
丸腸とトリッパの
辛いトマト煮込み ¥1,180

しっとりとり鶏ハムと
ルッコラのサラダ
ゴルゴンゾーラドレッシング ¥980具だくさんサラダ ¥780

APPETIZER 前菜

※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。
※食材調達の都合により、予告なく内容変更・販売終了する場合がございます、予めご了承ください。


