
おす
すめ 680 (税込748)ホタテ貝とサーモンのタルタル 生うにのジュレがけ(1個)

Scallop and salmon tartar with fresh sea urchin jelly (1p)

480 (税込528)プレミアムオリーブマリネ
Premium Olive Marinade

480 (税込528)自家製！季節野菜のピクルス
Homemade! Pickled seasonal vegetables

480 (税込528)イベリコ豚とパルマ産生ハムのリエット
Rillette of Iberico pork and Parma ham

780 (税込858)厚切り！パテドカンパーニュ
Thick slice! Pate de campagne

980 (税込1,078)お肉屋さんのお惣菜 ハムの３種盛合せ
Butcher's side dish: 3 kinds of ham

980 (税込1,078)ソムリエセレクト チーズ盛り合わせ
Sommelier Select Cheese Platter

780 (税込858)俺のグリーンサラダ
“ORENO” Green salad

980 (税込1,078)炙り鯛のカルパッチョ 菜の花のヴィネグレット
Seared sea bream carpaccio with rapeseed vinaigrette

999 (税込1,098)冷製ローストビーフサラダ仕立て トンナートソース
Chilled Roast Beef Salad with Tonnato Sauce

680 (税込748)フライドポテト アンチョビマヨネーズ
French fries with Anchovy Mayonnaise

680 (税込748)３種のライスコロッケ
3 kinds of rice croquettes

780 (税込858)パールモッツァレラといいだこのアヒージョ カプリ風
Pearl mozzarella and baby octopus ajillo, Capri style

780 (税込858)本日のキッシュ
Quiche of the day

880 (税込968)ローマ風トリッパアラビアータ
Roman style tripe arrabbiata

200 (税込220)俺のBakeryの食パン
Bread

780 (税込858)定番!!マルゲリータ
A classic! Margherita

880 (税込968)クワトロフォルマッジ
Quattro formaggi

980 (税込1,078)タルトフランベ（フランス風ピッツァ）
Tarte flambe (French style pizza)

880 (税込968)プリプリ海老のマリナーラ
Marinara with plump shrimp

980 (税込1,078)ハーフ＆ハーフ（ビスマルク×クワトロ）
Half & Half (Bismarck & Quattro)

980 (税込1,078)ハーフ＆ハーフ（ビスマルク×マルゲリータ）
Half & Half (Bismarck & Margherita)

1,080 (税込1,188)トリュフと半熟卵のビスマルク～やみツキ！ポルチーニのソース～
Bismarck with truffle and half-boiled egg ̃ Yummy! Porcini Saucẽ

おす
すめ

トリュフと半熟卵のビスマルク
～やみツキ！ポルチーニのソース～

1,080

ブッラータチーズをのせたボロネーゼ
1,680

牛フィレ肉とフォアグラの“ロッシーニ”
～黒トリュフソース～ 2,480

ムースショコラ オレンジ風味
マンゴーパッションソルベ添え

580

俺のシリーズ公式オンラインショップ「俺のＥＣ」と
「俺のアプリ」のポイントが共通化いたしました！

1
Point 「俺のアプリ」は店舗にご来店で

ポイントがたまる！

2
Point 「俺のＥＣ」のお買い物で

ポイントがたまる！

3
Point 貯めたポイントは「俺のＥＣ」でも

「俺のアプリ」でも使える！

チェックイン
はこちら▼

スタンプを集めてクーポンGET!
ダウンロード＆初回登録で本日から使えるクーポンも！

好評配信中！

480 (税込528)クレームブリュレ バニラの香り
Crème brulee

480 (税込528)３種のシャーベット盛り
3 kinds of sorbets

480 (税込528)パンナコッタ～ピーチとキャラメルの２色ソース～
Panna cotta with peach and caramel bicolor sauce

480 (税込528)ニューヨークチーズケーキとミックスベリーのミルフィーユ
New York Cheesecake and Millefeuille with Mixed Berries

580 (税込638)ムースショコラオレンジ風味マンゴーパッションソルベ添え
Mousse chocolat with orange flavor and mango passion sorbetおす

すめ

ホタテ貝とサーモンのタルタル
生うにのジュレがけ(1個)

680

1,680 (税込1,848)生ハムとブッラータチーズの マルゲリータ
SPECIAL Margherita(Burrata cheese and raw ham)

おす
すめ 1,680 (税込1,848)ブッラータチーズをのせたボロネーゼ

Bolognese with burrata cheese

980 (税込1,078）渡り蟹のトマトクリームパスタ
Tomato cream pasta with crab

1,080 (税込1,188)海老とペンネのピリ辛トマトソース
Shrimp and penne in spicy tomato sauce

1,180 (税込1,298)トリュフ香るカルボナーラ
Truffle-scented carbonara

1,380 (税込1,518)紅ズワイガニ入りジェノヴェーゼパスタ
Genovese pasta with red snow crab

980 (税込1,078)俺のラザニア
“ORENO” Lasagna

1,480 (税込1,628)フォアグラとトリュフのリゾット
Foie gras and truffle risotto

2,480 (税込2,728)オマールソテーソースアメリケーヌ
Sauteed Lobster with Sauce Americaine

1,380 (税込1,518)本日の鮮魚料理 ”俺の”スタイルで
Today's fresh fish dish “ORENO" style

1,880 (税込2,068)仔羊モモ肉のココットオーブン焼き色々 ポテトとハーブの香り
Oven-baked lamb thigh cocotte with various potatoes and herbs

1,780 (税込1,958)なにわ星の豚のグリエ
生姜とハチミツのソース 揚げニョッキ添え

Gruyere of Naniwa star pork with ginger and honey sauce served with fried gnocchi

2,480 (税込2,728)牛フィレ肉とフォアグラの“ロッシーニ”～黒トリュフソース～
Beef fillet and foie gras "Rossini" with black truffle sauceおす

すめ

1,980 (税込2,178）俺のハンバーグロッシーニ
“ORENO” Hamburger Rossini

2,980 (税込3,278)松坂牛肩肉の赤ワイン煮込み ロッシーニ仕立て
Braised shoulder of Matsuzaka beef in red wine with Rossini

上記の他にもロッシーニメニューがございます。別紙をご覧ください。
Please see the attached “Rossini” sheet
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