
冷前菜 Cold Appetizer

カボチャとショートパスタのマヨサラダ 380
(税込418)Pumpkin and short pasta salad with mayonnaise

自家製スモークサーモンのマリネ 580
(税込638)Marinated homemade smoked salmon

俺のシーザーサラダ 580
(税込638)Caesar Salad “ORENO” style

温前菜 Hot Appetizer

アンチョビマヨネーズのフライドポテト 380
(税込418)French fries with anchovy mayonnaise

チーズとろけるフライドポテト 580
(税込638)French fries with melted cheese

トリュフ香るやみつきマッシュポテト 480
(税込528)Tasty mashed potatoes with a truffle scent

ホワイトアスパラとアサリの
マリニエール 580

(税込638)Marinière of white asparagus and clams

フレッシュムール貝の
ナポリ風ワイン蒸し 580

(税込638)Steamed wine fresh mussels “Neapolitan” style

ソフトシェルシュリンプの
セモリナフリット 580

(税込638)Softshell shrimp semolina frit

海老とキノコのアヒージョ 680
(税込748)Ajillo of Shrimp & Mushrooms

イタリアンオムレツ "フリッタータ” 680
(税込748)Italian Omelette “Frittata”

丸腸とトリッパの辛いトマト煮込み 780
(税込858)Braised Pill intestine and Trippa with spicy tomato

オリーブとドライトマトのマリネ 280
(税込308)Marinated olives & dried tomatoes

自家製ピクルス 280
(税込308)Homemade Pickles

自家製キャロットラペ 280
(税込308)Homemade carrot rape

生ハムの盛り合わせ

俺のシーザーサラダ

生ハムの盛り合わせ 580
(税込638)Assorted prosciutto

（Sサイズ）

980
(税込1,078)

（Lサイズ）

オリーブと
ドライトマトのマリネ

自家製ピクルス

海老とキノコのアヒージョフレッシュムール貝のナポリ風ワイン蒸し

ナポリの定番!!（フィンガーサイズの揚げピザ）!!

アンジョレッティ
380

(税込418)
Angioletti

生ハムのスパイシージャーキー 380
(税込418)Prosciutto jerky

アンチョビマヨネーズのフライドポテト



ピッツァ PIZZA

定番のマルゲリータ

スペシャルビスマルクトリュフとキノコソースの
ビスマルク

アサリ・ルッコラ・カラスミの
ペペロンチーノ 880

(税込968)Peperoncino of clams, arugula, karasumi

ゴルゴンゾーラのクリームペンネ 780
(税込858)Cream Sauce Pasta with Gorgonzola

サルシッチャのペンネアラビアータ 680
(税込748)Penne arabiata with salsiccia

俺イタ人気No.1ピッツァ!!半熟卵が欠かせない!

トリュフとキノコソースの“ビスマルク” 980
(税込1,078)Bismarck (Truffle and Porcini sauce)

ピッツァ ハーフ&ハーフ
（マルゲリータ&クアトロ・フォルマッジ）

880
(税込968)

Pizza Half & Half (Margherita & Quattro formaggi)

スペシャルビスマルク
（ビスマルクとマルゲリータのハーフ&ハーフ）

1,280
(税込1,408)

Special Bismarck (Bismarck & Margherita)

プレミアム クアトロ・フォルマッジ
リコッタ/ゴルゴンゾーラ
チェダー/モッツァレラ

780
(税込858)

Quattro formaggi (4 Cheese Pizza)
(Hokkaido Ricotta, Gorgonzola, Taleggio, Mozzarella)

(                      )

定番のマルゲリータ 680
(税込748)Margherita

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

クレマディマイス（アンチョビ/コーン） 680
(税込748)Cremadimice ( anchovy / corn )

プロシュートルッコラ 880
(税込968)Prosciutto and Rockets

チーズとボロネーゼの
スパゲティグラタン「ボルケーノ」 680

(税込748)Spaghetti gratin with cheese and bolognese "Volcano"

カニ・エビ・ホタテのシーフードグラタン 880
(税込968)Seafood Gratin with Crab, shrimp and scallop 

たっぷりお肉のラザーニヤ 880
(税込968)Filling meat lasagna

プロシュートルッコラ

クアトロフォルマッジ

ワタリガニのトマトクリームパスタ 880
(税込968)Tomato cream sauce Spaghetti with Blue Crab

渡り蟹エキスが味わい深い、濃厚トマトクリームパスタ!

トリュフとフォアグラのリゾット 1,100
(税込1,210)Risotto of Truffle and Foie gras

ワタリガニのトマトクリームパスタ サルシッチャのペンネアラビアータ エビ・カニ・ホタテのシーフードグラタン トリュフとフォアグラのリゾット

パスタ&グラタン&リゾット PASTA
GRATIN

RISOTTO



メインディッシュMAIN

牛フィレ肉とフォアグラの
ロッシーニ風ステーキ

メインディッシュはご提供までにお時間を頂く場合がございます。
お早めのご注文をオススメいたします。

U.S.サーロインの
ローストビーフ

牛ホホ肉の赤ワイン煮込み
フォアグラをのせて～ロッシーニ風～ 1,680

(税込1,848)Stewed Beef cheek with Red wine topped on Foie gras

俺のシリーズ人気No.1メニュー!!

牛フィレ肉とフォアグラの
ロッシーニ風ステーキ

1,480
(税込1,628)

Beef Fillet Steak topped on Foie gras with Truffle sauce “Rossini Style”

Grilled lamb shoulder loin
仔羊肩ロース肉のグリル 980

(税込1,078)
鶏もも肉のフリカッセ

ポルチーニクリーム 980
(税込1,078)Fricassee of chicken thigh with Porcini cream sauce

Ｕ.Ｓ.サーロインのローストビーフ
U.S.sirloin beef roast beef 980(税込1,078)（150g）

1,680(税込1,848)（300g）

Sauteed Sangen pork with Balsamic and orange sauce

三元豚のソテー
バルサミコとオレンジのソース 980

(税込1,078)

Grilled beef tongue 

牛タンのグリル
カルパッチョ風 980

(税込1,078)

デザート DESSERT

ティ ラ ミス 380
(税込418)Tiramisu

トルタ・ディ・チョコラ・タ 380
(税込418)Torta di Chocola Ta

パンナコッタ 380
(税込418)Pannnacotta

コーヒー・紅茶・食後酒もご一緒にいかがでしょうか?

◆ お１人様につきチャージ300円（税込330円）を頂戴しています。

◆ お1人様ワンドリンク・ワンフード以上のご注文をお願いいたします。

◆ お席での『テーブル会計』にご協力下さいませ。

◆ アレルギーをお持ちの方はお気軽にスタッフに

お申し付け下さいませ。

◆ 一部のお料理は、写真と若干異なる場合がございます。

予めご了承願います。

“俺の”からのご案内

仔羊肩ロース肉の
グリル

三元豚のソテー
バルサミコとオレンジのソース

コーヒー・紅茶・エスプレッソ 320
(税込352)Coffee / Tea / Espresso

デザートワイン 780
(税込858)Tiramisu

食後酒

グラッパ 780
(税込858)Grappa

食後酒

自家製レシピのサルシッチャ 780
(税込858)Homemade sausage



Wine
White wine Red wine

◆ 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下さいませ。

◆ 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、写真と若干異なる場合がございます。予めご了承願います。

◆ お１人様につきチャージ代300円（税込330円）を頂戴しています。

“俺の”からのご案内

a glass full of champagne

”俺の”と言えば…
なみなみ!
シャンパン

グラス デキャンタ

私の白
(オーストラリア カベルネシラーズ)
White Wine (Chardonnay from Australia)

280
（税込308）

八重洲の白ワイン
(チリのシャルドネ)
White Wine (Chardonnay from Chile)

380
（税込418）

1,000
（税込1,100）

俺の赤ワイン
(南フランスのカベルネ・メルロー)

Red Wine (Cabernet Merlot from Southern France)

1,500
（税込1,650）

580
（税込638）

八重洲の赤ワイン
(チリのカベルネ)
Red Wine (Cabernet from Chile)

380
（税込418）

1,000
（税込1,100）

私の赤
(オーストラリア カベルネシラーズ)
Red Wine (Cabernet Shiraz from Australia)

280
（税込308）

なみなみ! 俺のスパークリング
White Sparkling wine

580
(税込638)

なみなみ! 俺のマスカット
Sparkling wine (Muscat of Alexandria)

580
(税込638)

なみなみ! 俺のロゼスパークリング
Rose Sparkling wine

580
(税込638)

ぶどうスパークリングジュース
Grape Sparkling juice (Non-alcohol)

480
(税込528)

なみなみ! 俺のシャンパン
Champagne 

1,200
（税込1,320）

グラス デキャンタ

俺の白ワイン
(南フランスのシャルドネ)

1,500
（税込1,650）

580
（税込638）

White Wine (Chardonnay from Southern France)



キールロワイヤル
Kir Royal

ミモザ
Mimosa

カシス（オレンジ、ウーロン、ソーダ）
Cassis Orange, Cassis Oolong, Cassis Soda

Soft Drink ソフトドリンク

俺のレモネード
Lemonade

俺のレモンスカッシュ
Lemon squash

ウーロン茶
Oolong Tea

サンペレグリノ
S.pellegrino

ALL 380
（税込418）

オレンジジュース
Orange Juice

パイナップルジュース
Pineapple Juice

ぶどうジュース
Grape Juice

ジンジャーエール
Ginger Ale

メロンソーダ
Melon soda

俺のハイボール（甲州）
Highball (Japanese)

俺のジンジャーハイボール
Ginger Ale Highball (Japanese)

アメリカン レモネード
American Lemonade

八重洲スパークリングワイン
"Polestar" KEG Sparkling Wine

Highball,Cocktail 樽詰スパークリング＆
ハイボール

八重洲のハイボール（デュアーズ）
Highball (Dewar's)

ALL 380
（税込418）

シャンディガフ
Shandigafu

アルコールフリー
Sapporo Alcohol Free

Beer ビール

サッポロ生ビール
Sapporo Draft Beer

ALL 380
（税込418）

自家製サングリア
Sangria
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