
 俺の赤！◆ !なみ
なみ

Sparkling 【スパークリングワイン】

Glass Wine グラスワイン

￥2,500ボトル/グラス/

スペイン/甘口
◆ 私の泡

俺の新定番！爽やか甘口なみなみ！ ￥1,980ボトル/グラス/￥680

ミ モスカテル

ランブルスコ　アマービレ

イタリア/甘口
◆ ランブルスコ

俺の新定番！赤の甘口なみなみ！ ￥1,980ボトル/グラス/￥680

◆俺のシャンパーニュ 上級
原価度外視で楽しんでほしいおすすめ！
内容はスタッフまで！

グラス/￥1,580

￥777
オーストラリア/辛口

◆◆◆  次ページにボトルワインリストもあります  ◆◆◆

 俺の泡 白 or ロゼ◆ 

俺のが誇る圧倒的なみなみ！

Red 【赤ワイン】 White 【白ワイン】

グランボー

フランス/ラングドック/辛口
シャンパングラスに注ぐ俺の定番！ ￥1,980ボトル/グラス/￥680

 俺の白！◆ !なみ
なみ フルールドシャルロット

フランス/ラングドック/ミディアム
シャンパングラスに注ぐ俺の定番！ ￥1,980ボトル/グラス/￥680

アロマエスパニョール

スペイン/辛口
◆ ソーヴィニヨンブラン

すっきり飲みやすいコスパ白！ ￥1,980ボトル/グラス/￥480

アロマエスパニョール

スペイン/ミディアム
◆ メルロ

程よい飲みやすさのコスパ赤！ ￥1,980ボトル/グラス/￥480

カンティーネ エウロパ

イタリア/辛口
◆ グリッロ

果実味あふれるジューシータイプ！ ￥2,500ボトル/グラス/￥580

ウッジアーノ キャンティ
 プレステージ

イタリア/ライト
◆ サンジョヴェーゼ

華やかでチャーミングな軽口！ ￥2,500ボトル/グラス/￥580

ピエール ソヴァージュ

フランス/アルザス/辛口
◆ ピノグリ

すっきりミネラルとふくよかな旨み！ ￥3,500ボトル/グラス/￥780

シャトー ド セラム ミネルヴォワ

フランス/ラングドック/フルボディ
/フルボディ

◆ グルナッシュ

濃く、コク、渋く！ ￥3,500ボトル/グラス/￥780

◆ 俺の赤  上級

￥1,200グラス/

グラス/ ￥999原価度外視で飲んで欲しいおすすめ！
3種類用意してますので内容はスタッフまで ！

◆ 俺の白  上級
￥999グラス/原価度外視で飲んで欲しいおすすめ！

2種類用意してますので内容はスタッフまで ！

葡萄作りの匠
ツヴァイゲルトロゼ

日本/北海道/辛口
◆日本のロゼワイン

コスパ抜群の日本が誇る匠のロゼ！ ￥3,500ボトル/グラス/￥780

ルイジャド　マール　ド　ブルゴーニュ

￥780

◆ 食後酒/デザートワイン 各種

食後のデザートやチーズに合わせた食後酒！
極甘口～辛口まで揃えてます。内容はスタッフまで！

グラス/￥680～

◆ 月替わりの赤

俺のが選ぶ月替わりのワイン！ ￥3,500ボトル/グラス/￥780

◆ 月替わりの白

俺のが選ぶ月替わりのワイン！ ￥3,500ボトル/グラス/￥780

フランス/シャンパーニュ/辛口
◆俺のシャンパーニュ

俺のが誇るランク上のなみなみ！ ￥5,980ボトル/グラス/￥1,200

￥ASKグラス/

￥ASKグラス/

ロック／ハイボール／ジンジャー／コーラ

※デザートと一緒の注文で￥100引き

◆ サントリー 角
ジャパニーズウィスキー

¥480

¥580

シングル/

ダブル/

【ビール】 【ウイスキー】Beer 

◆ ザ・プレミアムモルツ生 ¥580

¥430

¥530

¥480

ノン・アルコールビール

◆ オールフリー

¥580◆ シャンディガフ

【カクテル】Cocktail 【ソフトドリンク】Softdrink

¥430

◆ コーヒー( ICE・HOT )

◆ 紅茶 ( ICE・HOT )

◆ エスプレッソ

◆ エスプレッソＷ

◆ トラウベンモスト 白ブドウジュース
¥777◆ トラウベンモスト 赤ブドウジュース

Drink Menu 【ドリンクメニュー】

Whiskey

¥680

◆ 俺のノン・アル スパーク リンゴ
◆ 俺のノン・アル スパーク ブドウ

¥450

◆  ブラッドオレンジジュース
◆  マンゴージュース

¥430

◆ ジンジャーエール
◆ コーラ
◆ ウーロン茶
◆ オレンジジュース

◆ジン・ウォッカ・ラム各種カクテル承ります
¥580

イチオシ！！俺の
レモンスカッシュ
俺の
レモンスカッシュ

シェリー樽で熟成した原酒！シェリー樽で熟成した原酒！

¥680 ¥780シングル/

ジョニーウォーカー
ブラックラベル 12年 
シェリーエディション

ダブル/

ちぇるちぇる”
¥680

ソーダ／オレンジ／ウーロン

アップルリキュール×ジンジャー

〈オレンジスパークリング〉¥777◆ 俺のミモザ

◆ 俺のサングリア　赤

◆ 俺のサングリア　白

◆ 俺のモヒート

◆ アップルジンジャー

◆キティ

◆ オペレーター

◆ カシス

¥580

¥580

¥580

¥580

¥777◆ 俺のベリーニ 〈ピーチスパークリング〉

イチオシ！！梅田梅田
オリジナル カクテル春

¥580

￥580

¥580

”

季節のフレッシュフルーツを使った
　自家製漬け込みハイボール！

¥500
◆  富士ミネラルウォーター 

スパークリング（350㎖）

ユニークなスモーキーさを残しつつ、
甘みを際立たせたウイスキー。 



Sparkling スパークリングワイン

White 白ワイン

￥2,500
オーストラリア／シャルドネ／辛口

俺の泡 白
ロリマー ブリュット

01

俺の定番コスパ泡ワイン。
最初の１杯にすっきり飲みやすい辛口タイプ

￥3,980
オーストラリア／ピノノワール主体／辛口

ノーティラス キュヴェ
マルボロ ブリュット NV

06

クリーミーな口当たりとエレガンスでしっかりした骨格、36カ月の長期瓶
内熟成による深みと長い余韻のバランスがベスト。

05 ￥3,980
日本／長野／シャルドネ／辛口

日本のあわ　長野シャルドネ

シャルドネの持つふくよかな味わいと、爽やかな清涼感あふれる香りの
バランスの良い味わいと個性がより際立つ日本が誇る「あわ」。

￥5,980
フランス／シャンパーニュ／ピノノワール主体／辛口

俺のシャンパン07

俺の厳選シャンパン。フレンチの最高に贅沢なお飲物。
 １ランク上の１杯目に！

￥2,500
オーストラリア／ピノノワール／辛口

俺の泡 ロゼ
レディ ジュリアナ

02

俺の定番コスパ泡ワイン。
最初の１杯にすっきり飲みやすい辛口タイプ。

￥2,980
スペイン／チャレロ主体／辛口

クロラソレヤ
ブリュット ナチュレ

04

バランスの取れた酸味と骨格、複雑味が反映されたドライスパーク
リングワインです。

￥8,000
フランス／シャンパーニュ／ピノノワール、シャルドネ／辛口

プラエペリエ ブリュット ロゼ08

競馬界の伝説的ジョッキー、オリヴィエ  ペリエ氏のプライベート
ワイナリー。長期の瓶内熟成を経た、立ち込める花とイーストの香
りに複雑味のある旨み。

￥1,980
フランス／ラングドック／シャルドネ／辛口

俺の白01

果実味が豊かでしっとりとした辛口のコスパ抜群のチリシャルドネ

￥1,980
チリ／ソーヴィニヨンブラン／辛口

俺のオリジナルラベル！
オーチョソーヴィニヨン ブラン

02

チリ特有のトロピカルフルーツの香りが感じられるバランスの整った
俺のオリジナルの辛口！

￥1,980
スペイン／マルヴァジア主体/辛口 

テッレ ディ サヴァ
ミルーナ ビアンコ

03

華やかな香りと果実味に優しい酸味。すっきりタイプ。

￥2,980
フランス／ラングドック／シャルドネ／辛口

レア ヴィンヤーズ シャルドネ04

生き生きとした完熟果実の味わい。華やかで濃すぎない樽香のバランス
が整った旨みのシャルドネ！

￥2,980
ポルトガル／ロウレイロ主体／辛口

アンセルモ メンデス
ムロス アンティコス エスコーリャ

05

ポルトガルのトップ生産者が造るコスパ白！ヴィーニョヴェルデの主要
品種をブレンドした瑞々しく滑らかでフレッシュな味わい！

￥3,980
フランス／アルザス／リースリング／辛口

ヴィニョーブル デュ レヴール
ヴィブラシオン リースリング

07

果実味が口の中で振動しているように感じられるほど生き生きとした
果実味と突き抜けるようなミネラル感のあるアルザスワインの真骨頂。

￥3,980
チリ／ソーヴィニヨンブラン／辛口

カーサ シルヴァ クールコースト
ソーヴィニヨンブラン

08

海岸沿いの冷涼地帯で育ったこのワインは、ミネラル感とフレッシュな酸味、
新鮮な柑橘系のアロマが香り高く、冷涼な地域だから出来る味わい！

￥5,980
オーストラリア／ルーサンヌ、ヴィオニエ／辛口

ワイルドダック クリーク
ホワイトダック

11

オーストラリアが世界に誇るカルトワイナリー。しっかり厚みのある果
実味にフローラルな香り。豊かな酸とコクの骨太でしっかりした印象！

￥6,980
フランス／ブルゴーニュ／シャルドネ／辛口

ムルソー レ ヴュルイユ
ベルナール ミヨ

12

柑橘系のアロマや白い花の香り、ミネラル感、レモンの皮のような酸の
ニュアンス。アクセントのある率直なムルソーに仕上げています！

￥2,980
フランス／南西地方／プティクルビュ主体／辛口

ジャルダン ド  ブースカッセ06

新鮮なりんごの蜜をの甘みを感じ、熟成による心地良い複雑性としっ
かりした果実味のバランスがレガントな味わい！

￥1,980
スペイン／マスカットオブアレキサンドリア／甘口

私の泡　
ミ モスカテル

03

俺の新定番！すっきり微発砲のさわやかな甘口！

￥4,980
イタリア／ヴェネト／ガルガーネガ／辛口

スアヴィア ソアヴェ クラシコ
モンテ カルボナーレ

10

白い花やエキゾチックフルーツの香りに炭やスモークを感じます。果実
味豊かでフレッシュだけどまろやかなイタリアらしい白！

￥3,980
アメリカ／カリフォルニア／シャルドネ主体／辛口

コンパス  シャルドネ09

熟したリンゴの優しい味わいとしっかりとしたミネラルのバランス。樽を
つかわない今のワインのトレンドを反映したシンプルなシャルドネ！

◆ その他スペシャルワインリストもご用意しております。

Red 赤ワイン

￥1,980
フランス／ラングドック／カベルネソーヴィニヨン主体／ミディアム

俺の赤01

俺のソムリエ50人が選んだワイン！
完熟果実の香りにスパイシーで凝縮された味わい！

￥3,980
オーストラリア／マルベック／ミディアムフル

オレアリーウォーカー
クレアヴァレー マルベック

08

ベリーやカシスのパフュームのような香りが広がる。マルベックから来
るリッチな土っぽさが香りに表現を与え、フルボディで凝縮した味わい
に熟した酸とタンニンに香り立つ味わい。

￥1,980
イタリア／ランブルスコ主体／ミディアムフル

サルシータ ヴィーノ ロッソ02

イタリアの濃厚品種3種ブレンドした、完熟果実の凝縮した果実味のバ
ランスが良く、リッチな味わいな安ウマな1本！

￥1,980
イタリア／プリミティーヴォ主体／ミディアム

テッレ ディ サヴァ ミルーナ ロッソ03

南イタリア特有の豊満な果実味とふくよかな甘みがあります！

￥2,980
フランス／ラングドック／メルロ／フルボディ

コントワール デザローム メルロ04

ブラックベリーとオークの香りがしっかり効いた豊かな味わい！
渋すぎないフルボディのバランスがGood!

￥4,980
フランス／ボルドー／メルロ主体／フルボディ

シャトー ラ モーリアンヌ11

プラムやスミレの豊潤な香りから時間と共に黒胡椒やコーヒーの香り
へ。柔和なタンニン、まろやかな口当たり、綺麗さ、凝縮感、どれをとって
もパーフェクト！

￥2,980 
日本／岡山マスカットベーリーA／ライト

グランポレール 岡山
マスカットベーリーＡ樽熟成

05

木苺の香りが芳醇柔らかく、豊かな味わいが口に広がり、バランス良く
丸みあるタンニンが長く余韻を飾ります。 

￥6,980
フランス／ブルゴーニュ／ピノノワール／ミディアム

シャンボール ミュジニー 

クリストフ ブリチェック
14

凝縮した赤い果実、優しい酸の香りが立ち上り、優しい香りとスパイ
シーさも漂う。時間と共に変化する香りは赤い果実からブルーベリー
へと変化する、ブリチェックの究極シャンボール。

￥2,980
チリ／カベルネソーヴィニヨン／ミディアム

ボデガ シエン イ セロ
カベルネ ソーヴィニヨン

06

チリ最大手のコスパワイン！嫌味のない渋みと、チリらしい豊かな果
実味の安定したおすすめの1本！

￥3,980
フランス／ブルゴーニュ／ピノノワール／ライト

ブルゴーニュ ルージュ
デュブルイユ フォンテーヌ

07

赤い果実の良い香りと肉付きの良い、しなやかでフルーティなワイン。
ブルゴーニュのテロワールを表現しつつチャーミングな早くから飲み頃
のワイン。

オーストラリア／シラー／フルボディ

ネリンガ ＪＥ シラー13

凝縮したヴァイオレットの香りや、スパイシーな温かみが味わいを引
き出している。丸みがあり、ちょど良いタンニンと長く後まで引く余韻。
エレガントで誘惑的なフルボディのワイン。

￥5,980

￥3,980
フランス／ボルドー／カベルネ・ソーヴィニヨン主体／フルボディ

レ ゾー ド マレスカス09

優良シャトーの2007ヴィンテージ。果実たっぷりの香りに甘草、ヴァニラ
のニュアンス。濃い果実味にタンニンが滑らかで品のあるボルドー！

￥4,980
ドイツ／シュペートブルグンダー（ピノノワール）／ライトボディ

フーバー マルターティンガー
シュペート ブルグンダー

10

ドイツを代表する生産者、ベルンハルト・フーバーの贅沢な村名クラ
ス！ラズベリー、イチゴのチャーミングな香りに、しなやかでバランスの
とれたドイツ最高評価のピノ！

￥8,900
フランス／ボルドー／カベルネソーヴィニヨン主体／フルボディ

シャトーデュルフォール ヴィヴァン15

メドック格付け2級の非常に柔らかくエレガント。なによりその品質は
ヴィンテージに左右されず、安定しています。正統派マルゴースタイル
を尊重したスタイル。

￥9,800
アメリカ／カリフォルニア／カベルネ ソーヴィニヨン主体／フルボディ

ダックホーン
カベルネ ソーヴィニヨン

16

ナパを代表するダックホーンヴィンヤーズ。しなやかなタンニンとしっか
りとした骨格に支えられ、ブラックベリーやルバーブの風味が長い余韻
が華やかさを演出します。　

￥5,980
南アフリカ／グルナッシュ／ミディアム

モメント ワインズ グルナッシュ12

近年注目を集めるブティックワイナリー。程よく濃縮した優しい果実
味が綺麗な酸を伴ってピノノワールのような透明感があり、シルキー
で柔らかく繊細な印象のチャーミングなグルナッシュ！


