
焼肉御膳（お1人様向け）
Set meal  / 烧肉套餐

WAGYU A5 Four Parts Assorted Set meal / 特選4種和牛烧肉套餐

焼肉御膳 2,680
（税込2,948）

日替わりの厳選和牛４種と牛タン、牛ハラミトントロ、
焼野菜が入った御膳です。

当店のイチ押し!

WAGYU A5 Three Parts Assorted Set meal / 特選3種和牛烧肉套餐

黒毛和牛３種盛り御膳 2,180
（税込2,398）

日替わりの厳選和牛３種の御膳です。

WAGYU A5 Short rib ＆Lean meat Set meal / 和牛小排＆和牛瘦肉套餐

黒毛和牛カルビ＆赤身御膳 1,980
（税込2,178）

Ａ５黒毛和牛のカルビと赤身のバランスの良い御膳です。

Premium Beef Tongue ＆Premium Outside Skirt /
和牛上等牛舌＆和牛上等横隔膜套餐

極上タン＆極上ハラミ御膳 3,280
（税込3,608）

国産牛タンと国産ハラミの贅沢な御膳です。

全ての御膳にはライス・スープ・ひとくちキムチがついてきます。

3,280
（税込3,608）

特選５種盛り合わせ
日替わりの厳選和牛５種類の盛り合わせです。
WAGYU A5 Five Parts Assorted Combo Plate / 特選5種拼盘 

6,980
（税込7,678）

贅沢６種盛り合わせ
日替わりの厳選和牛５種類と大判のリブロースが
入った贅沢な盛り合わせです。

WAGYU A5 Six Parts Assorted Combo Plate / 特選6種拼盘 

13,800
（税込15,180）

名物豪快大樽盛り
日替わりの厳選和牛５種類と大判のリブロース、
本日のスペシャリテがのった盛り合わせです。

�

WAGYU A5 Premium Boat Platter / 豪华大船拼盘

Kujo-green onion / 九条葱花

九条ネギ 330
（税込363）

Green onion & salt sauce  / 盐味葱花

自家製ねぎ塩 100
（税込110）

Green onion miso  / 味噌酱葱花

自家製ねぎ味噌 100
（税込110）

Raw egg / 生鸡蛋
生たまご 100

（税込110）

Broth with ginger flavor  /  萝卜泥橙醋

おろしポン酢 100
（税込110）

Sea urchin  /  海胆

うに 580
（税込638）
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盛り合わせ
Assorted BEEF Plate / 牛肉盘

5,680
（税込6,248）

俺の牛皿プレート
日替わりの厳選和牛５種類と牛タン、牛ハラミ、上ミノ、牛レバー、
牛ホルモンが入った人気No1の盛り合わせです。

Special Assorted BEEF Plate / 俺的牛肉盘 

当店のイチ押し!
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4,980
（税込5,478）Wagyu Chateaubriand steak / 稀有特等牛腰肉

Wagyu Tenderloin steak / 特等牛腰肉

シャトーブリアン

ヒレ 4,280
（税込4,708）

極上和牛
Wagyu fillet / 和牛肉翅

Wagyu Steak Tartare / 和牛肉脍

特選和牛ユッケ 1,980
（税込2,178）

ユッケ
Wagyu Steak Tartare / 和牛肉脍

Wagyu roasted carpaccio / 轻烤和牛片

1,280
（税込1,408）

和牛炙りカルパッチョ

Japanese beef sea urchin roll / 和牛卷海胆

1,280
（税込1,408）

黒毛和牛の雲丹巻き

Addition Japanese beef sea urchin roll (1 sheet) / 和牛卷海胆添加(一个)

680
（税込748）

追加雲丹巻（１枚）

Foie gras stone-grilled bibimbap / 鹅肝石锅拌饭

フォアグラ石焼ビビンバ 880
（税込968）

Trio set / 三样套餐
トリオセット 3,280

（税込3,608）

おすすめ
Wagyu / 和牛

ORENO Large Ribeye Steak / 大块牛排

3,980
（税込4,378）

大判リブロース

Special Boneless Beef Short Rib /上等牛小排

1,580
（税込1,738）

上カルビ

Special Boneless Beef Loin /上等里脊肉

1,580
（税込1,738）

上ロース

Wagyu Lean meat / 和牛瘦肉

和牛赤身 980
（税込1,078）

Wagyu Short Rib / 和牛小排

和牛カルビ 980
（税込1,078）

Wagyu trimmed meat / 和牛切块
和牛切落し 980

（税込1,078）

和 牛
Wagyu / 和牛

Japanese beef sea urchin roll / 和牛卷海胆

黒毛和牛の雲丹巻き 1,280
（税込1,408）

Addition Japanese beef sea urchin roll (1 sheet) / 和牛卷海胆添加(一个)

680
（税込748）

追加雲丹巻（１枚）



和牛、国産表記以外のお肉・ホルモン類は、外国産を使用しております。
全てのお肉は、必ず中心部まで加熱して、火の通りを確認してお召し上がりください。
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2,480
（税込2,728）Premium Beef Tongue / 国产上等牛舌

極上国産牛タン塩

Beef Tongue w / Green Onion / 盐味葱花牛舌

ねぎ塩牛タン 1,080
（税込1,188）

Beef Tongue with Kujo-green onion / 九条葱花牛舌

九条ネギ牛タン 1,380
（税込1,518）

Beef Tongue / 盐味牛舌

牛タン塩 980
（税込1,078）

Trimmed Beef Tongue / 国产薄切牛舌

国産タン切り落し 980
（税込1,078）

Thick Spicy Beef Tongue / 麻辣厚片牛舌

厚切りスパイシータン 780
（税込858）

牛タン
Beef Tongue / 牛舌类

First Stomach / 上等烤牛肚

上ミノ 980
（税込1,078）

Intestine / 烤牛肠

牛ホルモン 780
（税込858）

Beef Liver / 牛肝

牛レバー 780
（税込858）

Three kinds of Intestines / 牛内脏拼盘

牛ホルモン３種盛り 1,380
（税込1,518）

当店のイチ押し!

ホルモン
Intestine of Beef / 内脏类

Pork Short Rib / 猪小排

豚カルビ 780
（税込858）

Pork Neck / 猪颈肉
トントロ 780

（税込858）

Special Cheese-in Sausage / 特制香肠

シャウエッセン 680
（税込748）

豚
Pork Meat / 猪肉类

Premium Outside Skirt / 国产上等横膈膜

極上国産ハラミ 1,980
（税込2,178）

Outside Skirt / 横膈膜

牛ハラミ 980
（税込1,078）

Dragon skirt steak / 大条横隔膜

ドラゴンハラミ（1.5倍サイズ） 1,380
（税込1,518）

ハラミ
Outside Skirt / 横膈膜
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Prawn / 大虾一只

大海老（1尾） 680
（税込748）

Squid / 乌贼

イカ 580
（税込638）

海  鮮
Seafoods / 海鲜类

Onion / 洋葱

玉ねぎ 380
（税込418）

Japanese Leek / 長葱
長ネギ 380

（税込418）

Sweet Green Pepper / 青辣椒

ししとう 380
（税込418）

Eryngii mushroom / 杏鲍菇
エリンギ 380

（税込418）

Jumbo Shiitake mushroom / 大香菇

ジャンボしいたけ 480
（税込528）

Grilled garlic in chili oil / 大蒜辣椒油

にんにくラー油焼き 480
（税込528）

野  菜
Vegetables / 蔬菜

Assorted vegetables for grilling /什锦烤蔬菜

野菜盛り合わせ 680
（税込748）

お肉とご一緒に

Lettuce for lapped  / 生菜叶

サンチュ 480
（税込528）

Korean Style Salad / 韩式生菜沙拉
チョレギサラダ 780

（税込858）

Caesar salad with kale and avocado / 羽衣甘蓝和牛油果的凯撒沙拉

ケールとアボカドのシーザーサラダ 880
（税込968）

サラダ
Salad / 沙拉类

チョレギサラダ和牛炙りカルパッチョ

Wagyu roasted carpaccio / 轻烤和牛片

1,280
（税込1,408）

和牛炙りカルパッチョ



キムチ・ナムル
Kimuchi・Namul  / 泡菜类・凉菜类

Assorted Spicy Pickles: 3 kinds above / 泡菜三种拼盘

キムチ盛り合わせ 880
（税込968）

Chinese Cabbage Kimuchi / 白菜泡菜

白菜キムチ 480
（税込528）

Cubed Radish Kimuchi / 萝卜泡菜
カクテキ 480

（税込528）

Cucumber Kimuchi / 黄瓜泡菜 
ごぼうキムチ 480

（税込528）

Royal Fern Namul / 蕨菜凉菜 

ぜんまいナムル 480
（税込528）

Assorted Namuls: 4 kinds above / 凉菜四种拼盘

ナムル盛り合わせ 880
（税込968）

Bean Sprouts Namul / 豆芽凉菜 

もやしナムル 480
（税込528）

Radish Namul / 萝卜丝凉菜 
大根ナムル 480

（税込528）

Spinach Namul / 菠菜凉菜 

ほうれん草ナムル 480
（税込528）
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Sichuan style bean curd / 凉菜麻婆豆腐

冷やし麻婆豆腐 480
（税込528）

Spicy Cod Innards   / 辣拌鳕鱼内脏

チャンジャ 530
（税込583）

Spiced Bamboo Shoots  / 生腌竹笋
生メンマ 480

（税込528）

Cold Cucumber  / 黄瓜

冷やしキュウリ 380
（税込418）

Seasoned Seaweed  / 韩国海苔 
韓国のり 300

（税込330）

前  菜
ORENO Special Entries / 特别的菜肴

チャンジャ 生メンマ 韓国のり

キムチ盛り合わせ カクテキ ナムル盛り合わせ

当店のイチ押し!

当店のイチ押し!



冷  麺
Cold noodles  / 冷面

Original Cold Noodle / 冷面

盛岡冷麺 880
（税込968）

Cold Noodle with soybean paste Beijing style / 炸醤冷面

ジャージャー冷麺 880
（税込968）

Cold Noodle with Okra＆grated yam / 秋葵山芋冷面
オクラとろろ冷麺 980

（税込1,078）

Cold Noodle with Chicken in very spicy sause / 口水鸡冷面
よだれ鶏冷麺 1,080

（税込1,188）

Cold Noodle with Pork and Truffle  / 猪肉松露冷面

豚しゃぶトリュフ冷麺 1,280
（税込1,408）

Cold Noodle with Banbanji / 棒棒鸡冷面

棒棒鶏風冷麺 1,080
（税込1,188）

Cold Noodle with Tomato salsa / 番茄辣酱冷面 

トマトサルサ冷麺 1,180
（税込1,298）

Cold Noodle with duck and Kujo-green onion / 鸭肉九条葱冷面
鴨と九条ネギの冷麺 1,180

（税込1,298）

Cold Noodle with Pork and Grated radish / 猪肉萝卜丝冷面

豚しゃぶおろし冷麺 1,280
（税込1,408）

麺・スープ
Noodles・Soups  / 面类・汤类

Seaweed Soup / 海带汤

わかめスープ 480
（税込528）

Egg Soup / 鸡蛋汤  

たまごスープ 580
（税込638）

Egg & Seaweed Soup / 鸡蛋海带菜汤
わかタマスープ 680

（税込748）

Yukgaejang soup (a spicy beef soup) / 韩国辣醤汤

ユッケジャンスープ 880
（税込968）

Vegetable hot noodles / 蔬菜汤面

野菜温麺 880
（税込968）

Korean Style Spicy Udon / 韩国辣酱汤
ユッケジャンうどん 980

（税込1,078）

6

わかめスープ たまごスープ ユッケジャンスープ

当店のイチ押し!
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Bibimbap: Seasoned Vegetables Over Rice  / 韩国拌饭 

ビビンバ 780
（税込858）

Hot Stone Bibimbap / 石锅拌饭 

石焼ビビンバ 880
（税込968）

Foie gras stone-grilled bibimbap / 鹅肝石锅拌饭

フォアグラ石焼ビビンバ 880
（税込968）

Cheese Hot Stone Bibimbap / 芝士石锅拌饭
チーズ石焼ビビンバ 980

（税込1,078）

Gukbap: Korean Style Egg Rice Soup / 汤泡饭

クッパ 780
（税込858）

Yukgaejang Gukbap: spicy rice soup topped with beef   / 辣牛肉汤饭
ユッケジャンクッパ 980

（税込10,78）

ご  飯
Rice dishes / 主食类

焼肉専用ご飯 400
（税込440）

330
（税込363）

大ライス（300g）
Large / 大

ライス
Steamed Rice / 米饭

280
（税込308）

中ライス（230g）
Medium / 中

小ライス（150g） 230
（税込253）Small / 小

Sesame oil, rice and seaweed / 烧肉专用米饭 

当店のイチ押し!

デザート
Sweets  / 甜点类

Yogurt Icecream / 酸奶冰淇淋

自家製ヨーグルトアイス 280
（税込308）

Fluffy vanilla souffle / 香草蛋奶酥

ふわふわバニラスフレ 480
（税込528）

Annin tofu / 杏仁豆腐
なめらか杏仁豆腐 430

（税込473）

Fondant Chocolat / 巧克力熔浆蛋糕

フォンダンショコラ 480
（税込528）

Truffle icecream / 松露冰淇淋

自家製トリュフアイス 380
（税込418）

Vanilla Icecream with roasted soybean flour / 香草烤黄豆粉冰淇淋

俺の焼肉アイス 430
（税込473）

当店のイチ押し!



Champagne / 香槟

シャンパン 1,480
（税込1,628）

Sparkling (White/Rose/ Sweet) /
　　　　 (白酒/玫瑰葡萄酒/甜的葡萄酒)

泡(白･ロゼ･甘口 ) 780
（税込858）

Non-alcoholic Sparkling / 不含酒精葡萄起泡饮料

ぶどうスパークリング 480
（税込528）（ノンアルコール）

Makgeolli / 马格利

なみなみマッコリ 580
（税込638）

Redommended Japanese Sake  / 清酒

なみなみ日本酒 580
（税込638）

グループお馴染みのなみなみドリンク

ビール
Beer / 啤酒

Medium Draft Beer / 生啤酒 中

生ビール 中ジョッキ 580
（税込638）

Large Draft Beer / 生啤酒 大

生ビール 大ジョッキ 830
（税込913）

Beer with Ginger Ale / 啤酒&生姜气水

シャンディーガフ 580
（税込638）
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Non-Alcoholic Beer「Sapporo」 / 无酒精啤酒「札幌啤酒」

サッポロ プレミアムアルコールフリー
（ノンアルコール）

480
（税込528）

Heineken / 喜力啤酒

ハイネケン（330ml瓶） 780
（税込858）

Hugalden White / 福佳白啤酒

ヒューガルデンホワイト（330ml 瓶） 780
（税込858）

Goose IPA / 鹅岛经典IPA

グースIPA（355ml瓶） 780
（税込858）

Private brand craft beer / 俺的啤酒
俺のエール（330ml瓶） 780

（税込858）

クラフトビール Craft beer / 手工精酿啤酒



Whiskey with Soda / 威士忌&苏打威士忌&苏打

ハイボール 580
（税込638）

Whiskey「Hakushu」 with Soda / 「白州」威士忌&苏打
白州ハイボール 780

（税込858）

Whiskey 「Yamazaki」 with Soda  / 「山崎」威士忌&苏打

山崎ハイボール 780
（税込858）

ハイボール
Whiskey with Soda / 威士忌 &苏打

Lemon sour/ 俺的柠檬沙瓦

レモンサワー 580
（税込638）

Lemonade sour / 濑户内柠檬汽水沙瓦

瀬戸内レモネードサワー 580
（税込638）

Honey lemon sour / 蜂蜜柠檬沙瓦
はちみつレモンサワー 580

（税込638）

Frozen lemon sour / 冰冻柠檬沙瓦
凍らせレモンサワー 580

（税込638）

Salt lemon sour / 盐味柠檬沙瓦

塩レモンサワー 580
（税込638）

俺の焼肉こだわりのレモンサワー
Popular lemon sour / 柠檬沙瓦系列

Sherbet lemon sour / 柠檬冰激凌沙瓦

フローズンレモンサワー 580
（税込638）

Lemon vinegar sour / 柠檬醋沙瓦

レモン酢サワー 580
（税込638）

お茶割り
Tea split of shochu / 茶水兑酒

Shochu with Oolong Tea / 乌龙茶兑酒

黒ウーロンハイ 580
（税込638）

Shochu with Green Tea / 绿茶兑酒

玉露入り緑茶ハイ 580
（税込638）

Shochu with roasted Green Tea / 烤绿茶兑酒
加賀棒ほうじ茶ハイ 580

（税込638）

Shochu with Corn Tea  / 玉米兑酒
北海道コーン茶ハイ 580

（税込638）

Earl Gray tea of   shochu  / 格雷伯爵红茶兑酒
アールグレイティーハイ 580

（税込638）
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果実酒
Fruit wine / 果酒

Plum Wine / 梅酒

梅酒 580
（税込638）

※ロック･水割り･ソーダ割り･お湯割りからお選びください

Plum Wine with Orange juice / 梅酒＆橘子

梅酒×オレンジ 580
（税込638）

Plum Wine with  Grapefruit juice / 梅酒＆西柚
梅酒×グレープフルーツ 580

（税込638）

Plum Wine with roasted Green Tea / 梅酒＆烤绿茶
梅酒×ほうじ茶 580

（税込638）

Plum Wine with Rose wine / 梅酒＆玫瑰葡萄酒

梅酒×ロゼ 580
（税込638）

梅酒カクテル Plum Wine cocktail / 使用梅酒的鸡尾酒

Shochu made from potato / 红薯烧酒

芋焼酎 黒霧島 （宮崎） 580
（税込638）

Shochu made from barley / 小麦烧酒　

麦焼酎 和ら麦 （福岡） 580
（税込638）

焼 酎
Shochu / 烧酒

Shochu made from Japanese basil / 紫蘇烧酒
しそ焼酎 鍛高譚 （北海道） 580

（税込638）
※ロック･水割り･ソーダ割り･お湯割りからお選びください

Korean soju / 韩国烧酒

チャミスルfresh 780
（税込858）

韓国焼酎 ミニボトル360ml 
（fresh・マスカット･グレープフルーツ･すもも･ストロベリー）
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Value for money wine(Red/White) / 实惠葡萄酒(红/白)

コスパのワイン （赤 /白） 480
（税込528）

Homemade sangria / 自制西班牙果酒

自家製サングリア 580
（税込638）

Large amount Wine (Red/White) / 满杯葡萄酒(红/白)
なみなみワイン （赤 /白） 980

（税込1,078）

ワイン
Wine / 葡萄酒

「ORENO」Original Red wine・White wine / 俺的特制红葡萄酒・白葡萄酒

赤ワイン・白ワイン 580
（税込638）

Red wine with Ginger Ale / 红葡萄酒&生姜气水
キティ （赤ワイン×ジンジャーエール） 580

（税込638）
ワインベースカクテル

※ボトルワインのご用意もしております。ワインリストは最終ページをご覧ください。

White wine with Ginger Ale / 白葡萄酒&生姜气水

オペレーター （白ワイン×ジンジャーエール） 580
（税込638）

ワインベースカクテル



Non-Alcoholic Lemon sour / 无酒精柠檬沙瓦

ノンアルレモンサワー 480
（税込528）

Non-Alcoholic Grapefruit  sour / 无酒精西柚沙瓦

ノンアルグレープフルーツサワー 480
（税込528）

ノンアルコールサワー
Non-Alcoholic sour / 无酒精沙瓦

Green tea with Citron / 绿茶＆柚子 

柚子グリーンティー（柚子×緑茶） 480
（税込528）

Pomegranate with Ginger Ale  / 石榴&生姜气水

シャーリーテンプル （ざくろ×ジンジャーエール） 480
（税込528）

Green apple with Calpis / 青苹果＆可爾必思 
エメラルドアップル（青りんご×カルピス） 480

（税込528）

ノンアルコールカクテル
Non-alcoholic cocktails / 无酒精鸡尾酒

各480
（税込528）
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ソフトドリンク
Soft Drinks / 汽水

Oolong Tea / 乌龙茶 

黒ウーロン茶

Green Tea / 绿茶 

玉露入り緑茶

roasted Green Tea / 烤绿茶
加賀棒ほうじ茶

Corn Tea / 玉米茶

北海道コーン茶

Coca Cola / 可乐
コカ・コーラ

Ginger Ale / 生姜气水

ジンジャーエール

Lemonade with water / 柠檬水 
レモネード

Lemonade with soda / 柠檬汽水
レモンスカッシュ

Grapefruit juice / 西柚汁

グレープフルーツジュース

Calpis / 可爾必思

カルピスウォーター

Calpis Soda / 可爾必思苏打
カルピスソーダ

Large Carbonated water / 碳酸水 大

メガ炭酸水

Hot Citron tea / 热柚子茶
ホット柚子茶

Iced coffee / 冰咖啡

アイスコーヒー

Earl Gray Tea / 格雷伯爵红茶

アールグレイティー

Orange juice / 橙汁 
オレンジジュース



デ・ボルトリ ロリマーブリュット 白
原産国：オーストラリア／品種：シャルドネ・ピノノワール

2,800
（税込3,080）

フレッシュシトラスのフローラルなアロマにミネラルやトーストのニュアンスを感じる食事前を
素敵に演出する『俺の』がおススメするスパークリングです。

01 De Bortoli Lorimer Brut - White

辛口
Ｄｒｙ

デ・ボルトリ ロリマーブリュット ロゼ
原産国：オーストラリア／品種：シャルドネ・ピノノワール・シラーズ

2,800
（税込3,080）

ストロベリーの様な甘い香りをかぐと、柔らかく心地よい華やかな気持ちにしてくれるロゼス
パークリングです。

02 De Bortoli Lorimer Brut - Rose

辛口
Ｄｒｙ

ミ・モスカテル
原産国：スペイン／品種：マスカット・オブ・アレキサンドリア

2,800
（税込3,080）

もぎたてのフレッシュな果実とほのかに花を思わせる、清涼で上品な香りが広がります。新鮮な
白ぶどうの優美な甘みといきいきとした酸のハーモニーをお楽しみください。

03 Mi Moscatel

甘口
Sweet

ザビエ・ルイ・ヴィトン トラディション ブリュット
原産国：フランス／品種：シャルドネ・ピノノワール

6,800
（税込7,480）

ルイ・ヴィトンのプライベートシャンパンであるトラディションブリュット。良質な葡萄から生まれ
るリンゴ酸のフレッシュで上品な味わいは焼肉と合わせても最高に楽しめます。

04 XAVIER - LOUIS VUITTON Brut Tradition

辛口
Ｄｒｙ

シャンパン・スパークリングワインChampagne & Sparkling wine

白ワインWhite wine

フルール・ド・シャルロット シャルドネ
原産国：フランス／品種：シャルドネ

2,800
（税込3,080）

オレンジの花、洋ナシ、白桃の香りがし、クリーンな酸味とほのかなバニラをまとう白ワイン。俺の
シリーズのソムリエ達30人が選んだ1本です。

06 Fleur de Charlotte Chardonnay

辛口
Ｄｒｙ

ヴァイントレイル シャルドネ
原産国：チリ／品種：シャルドネ

2,300
（税込2,530）

トロピカルフルーツのような華やかな香り。果実味をしっかり感じながらもあと味はすっきりとし
たキレが特徴的なぐいぐい飲める白ワイン。

05 Vine Trail Classic Chardonnay

やや辛口
Ｄｒｙ

赤ワインRed wine

ヴァイントレイル カベルネソーヴィニヨン
原産国：チリ／品種：シカベルネソーヴィニヨン・ティントレラ・カベルネフラン

2,300
（税込2,530）

チェリーやカシスのような色合い。熟した果実味が特徴の赤ワイン。

07 Vine Trail Classic Cabernet Sauvignon

やや重め
Medium-body

グランボー レゼルヴ カベルネ・メルロー
原産国：フランス／品種：カベルネソーヴィニヨン・メルロー

2,800
（税込3,080）

深みのある色合い、熟した果実とブラックベリーの香りを持ち、程よい渋味と凝縮感を持つバラ
ンスの良い赤ワインです。俺のシリーズのソムリエ達30人が選んだ1本です。

08 Granbeau Reserve Cabernet & Merlot

重め
Full-boｄｙ

ワインリスト
Bottle wine menu / 瓶装酒单
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