
（税込￥418）
¥380

Red Sangria

サングリア 赤
（税込￥418）

¥380
White Sangria

サングリア 白

（税込￥418）

¥380
Lemon Sour

レモンサワー

（税込￥418）
¥380

Mojito Mint Sour

モヒートミントサワー

（税込￥418）
¥380

JIM Highball
ジムハイボール

（税込￥418）
¥380

JIM Ginger Highball
ジムジンジャーハイボール

（税込￥418）
¥380

JIM Coke High Ball
ジムコークハイボール

（税込￥418）
¥380

Black Oolong Tea

黒烏龍茶
（税込￥418）

¥380
Cola
コーラ

（税込￥418）

¥380
Ginger ale

ジンジャーエール
（税込￥418）

¥380
Lemonade

レモネード

（税込￥418）
¥380

Espresso

エスプレッソ

（税込￥528）
¥480

Light Body Red Wine

ライトボディの赤
フロレジア・ヴィオラキャンティ

品種:サンジョベーゼ

（税込￥1,099～）

Sommelier Selected Red Wine

ソムリエセレクト赤ワイン
ソムリエ店長厳選の赤ワイン

¥880～

（税込￥528）
¥480

Light Body White Wine

ライトボディの白
ヴィッラムーラソアーヴェ

品種:ガルガーネガ

…オススメ

…オススメ

グランボーレゼルヴカベルネ・メルロー

品種:カベルネソーヴィニヨン、メルロー

（税込￥418）
¥380

”ORENO" Red Wine

俺の赤

”ORENO" Sparkling Wine - Sweet

俺の泡 スウィート
（税込￥528）ミ・モスカテル/品種:マスカット・オブ・アレキサンドリア

グラス¥480

"ORESTA" Special selected 
Champagne

（税込￥858）
グラス ¥780

俺スタ。のシャンパン！

希望小売価格 Bottle￥7,480(税込)

※銘柄は不定期に変更となります。

詳しくはスタッフにお尋ねください。

（税込￥638）
¥580

Full Body Red Wine

フルボディの赤
トゥルッリルカーレプリミティーボ・プーリアアパッシメント

品種:プリミティーボ
（税込￥638）

¥580
Full Body White Wine

フルボディの白
セクラ シチリア グリッロ

品種:グリッロ

”ORENO" Sparkling Wine - Rose

（税込￥528）

俺の泡 ロゼ グラス¥480
DBロリマーロゼ/品種:シャルドネ、ピノ・ノワール、シラーズ

”ORENO" Sparkling Wine - White

（税込￥528）

俺の泡 白 グラス¥480
DBロリマーブリュット/品種:シャルドネ、ピノ・ノワール

フルール・ド・シャルロット

品種:シャルドネ

（税込￥418）

”ORENO" White Wine

俺の白 ¥380

俺のエール ¥580
（税込￥638）

Original Craft Beer

（税込￥418）

Coffee

¥380（ICE/HOT）コーヒー

（税込￥418）

Black tea

¥380紅茶（ICE/HOT）

（税込￥1,099～）

Sommelier Selected White Wine

ソムリエ店長厳選の白ワイン

¥880～ソムリエセレクト白ワイン

Draft Beer

¥380
（税込￥418）

プレミアムモルツ

最新情報はコチラ↓



（税込￥528）
¥480

Potato Fries ～with anchovy mayonnaise～

ポテトフライ～アンチョビマヨネーズ～

Please see the attached sheet for Other Dishes

“俺の名物”ロッシーニ(¥2,728)や
渡り蟹のトマトパスタ(¥1,078)など、

フレンチ・イタリアンのメインディッシュ、
パスタ、その他前菜もお楽しみいただけます。
詳しくは別紙メニューがございますので、
そちらをご確認くださいませ。

（税込￥528）

Three kinds of sherbets

シャーベット3種盛り ¥480

（税込￥528）

Crème Brulee

クレームブリュレ ¥480

（税込￥638）
¥580

Three kinds of rice croquettes

3種のライスコロッケ

Shrimp Marinara

エビのマリナーラ ¥880
（税込￥968）

¥680
Four Cheese Quattro Formaggi

4種チーズの
クアトロフォルマッジ （税込￥748）

¥880
Tarte Flambée

タルトフランベ
（税込￥968）インカの目覚め・イベリコベーコン・

クリームチーズのフランス風ピッツア

Marinated olives

オリーブマリネ ¥280
（税込￥308）

（税込￥308）

Homemade pickles

自家製ピクルス ¥280

Iberian Pork and Prosciutto Rillettes

イベリコ豚と生ハムのリエット
（税込￥308）

¥280

Thick slices! Country style pate

厚切り！田舎風パテ
（税込￥418）

¥380

（税込￥110）
¥100

ORENO Bakery's Bread "KAORI" 1cut

俺のBakeryの香 1カット

¥580定番！マルゲリータ
（税込￥638）

Margherita

（税込￥858）

Pearl mozzarella and baby octopus ajillo

パールモッツァレラと
イイダコのアヒージョ

¥780
（税込￥528）

Sommelier's selection of three kinds of cheese

ソムリエセレクト チーズ3種盛り合わせ ¥480

（税込￥528）

Assorted three kinds of butcher's ham

¥480お肉屋さんのお惣菜ハムの3種盛り合わせ

（税込￥528）

Panna Cotta

パンナコッタ ¥480

（税込￥181）
¥165俺のBakeryの塩パン 1個

Salted Bread

Truffie-Scented Half-Boiled Egg and
Porcini Bismarck

トリュフ香る半熟卵と
ポルチーニのビスマルク

¥980
（税込￥1,078）

直径30cm！天然酵母でゆっくり発行したナポリピッツァ

(※俺スタ限定小皿サイズ)

俺スタ。スペシャリテ

Oreno “Luxury” Croquettes –Foie Gras and Truffle

俺の贅沢コロッケ
～フォアグラとトリュフ入り～

¥480
（税込￥308）

（税込￥638）

Potato Salad –Wasabi cream

カニのプチプチポテトサラダ
～和ワサビクリームの

アクセント～

¥580

（税込￥528）
¥480

Seared Sea Bream Carpaccio

炙り鯛のカルパッチョ
～菜の花のソースで～

（税込￥528）
¥480冷製ローストビーフ

のサラダ仕立て

Chilled Roast Beef Salad

&Others

～Bakery特製パン各種もお楽しみいただけます～


