
まずは乾杯の1杯!

FIRST
DRINK

なみなみスパークリング
俺の泡 白

 ロゼ

 スウィート

 シードル・ロゼ(3％)

俺のシャンパン

ノルマンディー地方の
リンゴソーダ（ノンアルコール）

￥680

￥680

￥680

￥680

￥1,200

￥500

SPARKRING WINE WHITE

 ROSE

 SWEET

 CIDER ROSE(Alc.3%)

CHAMPAGNE

APPLE SODA

メイカーズ
クラフトハイボール ￥500
MAKER’S MARK CRAFT HIGH BALL

※記載の価格はすべて税抜表記です。
※お席は1時間50分制となります。
※17時以降はお1人様につきチャージ代300円（税抜）を頂戴いたします。

BEER
ビール

サングリア（赤・白）

※ロック、ソーダ割、ジンジャーエール割のお好みのスタイル
　をお選びください。

各￥580
SANGRIA（RED/WHITE）

Please choose your 
favorite style from among 
rock, soda, ginger ale split.

HIGH BALL

ザ・プレミアム・モルツ
～香るエール～ ￥500
PREMIUM ALE BEER
WITH A FRUITY TASTE

オールフリー ￥380
ALL FREE
（NON ALCOHL BEER）

SANGRIA サングリア

ハイボール

SPARKLING
俺の泡 白

 ロゼ

 スウィート

 シードル・ロゼ(3％)

俺のシャンパン

ノルマンディー地方の
リンゴソーダ（ノンアルコール）

￥680

￥680

￥680

￥680

￥1,200

￥500

SPARKRING WINE WHITE

 ROSE

 SWEET

 CIDER ROSE(Alc.3%)

CHAMPAGNE

APPLE SODA

WINE

肉に合う骨太メイカーズ
クラフトハイボール

メイカーズ
クラフトハイボール ￥500
MAKER’S MARK CRAFT HIGH BALL

ジムハイボール ￥380
JIM BEAM HIGH BALL

ジンジャーハイボール

コークハイボール

+￥50

+￥50

GINGER ALE HIGH BALL

COKE HIGH BALL

ARRANGE

ARRANGE

※記載の価格はすべて税抜表記です。 ※お席は1時間50分制となります。 ※17時以降はお1人様につきチャージ代300円（税抜）を頂戴いたします。



COLD PRESS JUICEFRENCH FRUITS
SOUR

WHITE
俺の白

イタリアンの白

コスパの白

マンスリー
ソムリエセレクト（白）

￥580

￥680

￥380

ASK

WHITE WINE

WHITE WINE “ORENO ITALIAN” 

WHITE WINE

WHITE WINE
（MONTHLY SOMMELIER SELECT）

RED
俺の赤

イタリアンの赤

コスパの赤

マンスリー
ソムリエセレクト（赤）

￥580

￥680

￥380

ASK

RED WINE

RED WINE “ORENO ITALIAN” 

RED WINE

RED WINE
（MONTHLY SOMMELIER SELECT）

ベリーミックス

マンゴー

キウイ

各￥500
BERRY MIX

MANGO

KIWI

コーラ

ジンジャーエール

オレンジジュース

レモネード

黒烏龍茶

富士ミネラル

富士ミネラルスパークリング

￥300

￥300

￥300

￥300

￥300

￥300

￥500

COLA

GINGER ALE

ORANGE JUICE

LEMONADE

BLACK OOLONG TEA

MINERAL WATER

MINERAL WATER （SPARKLING）

コールドプレスジュース

SOFT DRINK
ソフト
ドリンク

フレンチサワー

フレンチサワー レモン

 ラズベリー（木苺）

 ブルーベリー

 グリーンアップル

 ミラベル（西洋すもも）

各￥680
FRENCH FRUITS SOUR LEMON

 RASBERRY

 BLUEBERRY

 GREENAPPLE

 MIRABELL

モスコミュール ￥580
MOSCOW MULE

フランス産ウォッカとアルプスの天然水と
100%サトウキビのノンコレステロール
フルーツシロップでつくる
新感覚のフレンチサワー。

モスコミュール

フレンチサワ
レモン ブルーベリー ミラベル ラズベリー グリーン

アップル

WHITE  &  ROSE
フルール・ド・シャルロット シャルドネ
（俺のオリジナル）
原産国：フランス
品　種：シャルドネ
タイプ：辛口

￥1,980

ブドウのコクと甘味とほのかな苦味と酸味が絶妙なバラン
スの飽きの来ないワインです。

オチョ・ソーヴィニョン・ブラン
原産国：チリ
品　種：ソーヴィニョン・ブラン
タイプ：辛口

￥1,980

香りと味わいはまさにトロピカルフルーツ！すっきりとした
辛口。（俺のシリーズ限定ラベル）

ピノ・グリージョ I.G.P. シシリア
原産国：イタリア
品　種：ピノ・グリージョ
タイプ：辛口

￥1,980

滑らかで低めの酸味、わずかに存在するガスが全体にフ
レッシュ感をもたらす。

セリョリオ・デ・オルガス
原産国：スペイン
品　種：マカベオ
タイプ：辛口

￥1,980

洋ナシ、桃の華やかな香り。爽やかでハチミツのような優し
い味わい。

リヴァー・リトリート シャルドネ
原産国：オーストラリア
品　種：シャルドネ
タイプ：辛口

￥2,980

果実のボリュームはしっかりで穏やかな酸味と甘みの良い
バランス。  

プラネタ セグレタ・ビアンコ
原産国：イタリア
品　種：グレカニコ、シャルドネ、ヴィオニエ
タイプ：辛口

￥2,980

シチリアの太陽の恵みからくる果実味と酸味のバランスが
良く、フレッシュで広がりのある味わい。

ジャルダン・ド・ブースカッセ
モン・ヴァン・ブラン
原産国：フランス
品　種：プティ・クルビュ、プティ・マンサン
タイプ：辛口

￥2,980

蜜のような果実味と程よい苦みと酸味。熟成を感じるコクの
ある辛口。俺のシリーズオリジナルワイン。

SPARKLING
ロリマー・ブリュット
原産国：オーストラリア
品　種：シャルドネ、ピノ・ノワール
タイプ：辛口

￥1,980

JALのサクララウンジでも採用された実績のある、乾杯に最
適なスパークリング。

アマティスタ
原産国：オーストラリア
品　種：マスカット・オブ・アレクサンドリア
タイプ：甘口

￥1,980

マスカットをそのままワインにしたようなフルーティーな味
わい。アルコール度数５％未満の癒しのワイン。

レディ・ジュリアナ・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
タイプ：辛口

￥2,980

赤い果実の香りとほのかなブドウの甘みが心地よい、テー
ブルに華を添えるロゼスパークリング。

カヴァ・クラッシク
ブリュット・ナチュレ
原産国：スペイン
品　種：チャレッロ、マカベオ、パレリャーダ
タイプ：極辛口

￥2,980

清 し々い味わいで極辛口スパークリング。シャンパーニュ製
法で繊細な泡立ち。

エクソン・シードル・ロゼ（3%）
原産国：フランス
品　種：rouge delica
タイプ：甘口

￥2,980

実が赤い品種”rouge delica”から由来するもので、果実の凝
縮感と爽やかな酸味、フルーティーな味わいが広がります。

俺のシャンパン  ボトル
原産国：フランス
品　種：
タイプ：辛口

￥5,999

俺のソムリエ50人で選んだコスパ最高のシャンパーニュ。
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レザール グリド グルナッシュ
原産国：フランス
品　種：グルナッシュ
タイプ：辛口

￥1,980

南仏プロヴァンス産、リュベロンのロックフェスの為に作ら
れたロゼ。赤果実と柑橘の香り、フレッシュな口当たり。

ロゼ

※記載の価格はすべて税抜表記です。



RED
グランボー レゼルブ
カベルネ・シラー
原産国：フランス
品　種：カベルネ・ソーヴィニョン、シラー
タイプ：ミディアムフル・辛口

￥1,980

ジューシーでジャムのような凝縮感のある味わい。俺のシ
リーズのソムリエ50人が選んだザ・ハウスワイン。

メルロー I .G.P シシリア
原産国：イタリア
品　種：メルロ
タイプ：ミディアム・辛口

￥1,980

アルコールのボリューム感を感じさせてないスムースな飲
み口。カシスの香りとスパイシーなど魅力的な香り。

バートン・ヴィンヤーズ シラーズ
原産国：オーストラリア
品　種：シラーズ主体
タイプ：フルボディ・辛口

￥1,980

濃厚な色合いで樽の香りと黒いベリーの香り
凝縮した奥行きのある味わい。

イルプーモ  プリミティ－ボ
原産国：イタリア
品　種：プリミティーボ
タイプ：フルボディ・辛口

￥1,980

チェリーやプラムの香りとハーブのニュアンス。渋みがソフ
トな飲み心地。

メリナス・オーガニック
テンプラリーリョ
原産国：スペイン
品　種：テンプラリーニョ
タイプ：ミディアム・辛口

￥1,980

鮮やかでジューシー。樽を使わず、フレッシュで程よい肉付
きのワイン。

エラスリス・ブレンズ
メルロー＆カベルネ
原産国：チリ
品　種：メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン
タイプ：フルボディ・辛口

￥2,980

エレガントなチリワインの代表各「エラスリス」。なめらかで豊
かな味わいでフレンチオーク樽からくる奥行のある味わい。

ホブノブ ピノ・ノワール
原産国：フランス
品　種：ピノノワール ブルゴーニュ
タイプ：ミディアムボディ・辛口

￥2,980

ボジョレーの帝王ジョルジュ・デュブッフが南仏で造るコス
パのピノ。スミレの様な上品な香り。

エノトリア レッド
原産国：ギリシャ
品　種：リアティコ、コツィファリ、シラー
タイプ：ミディアムボディ・辛口

￥2,980

ギリシャ・クレタ島の特産品種で造られる。優しい口当たり
と深い味わいの赤身肉に合うワイン。

マンドラロッサ  シラー
原産国：イタリア
品　種：シラー
タイプ：ミディアムボディ・辛口

￥2,980

シチリア産の濃くて美しいルビー色。柔らかい渋みと程よい
ボディ。トマトベースのパスタや肉料理と。

グランヴィーニュルージュ
エステザルク
原産国：フランス
品　種：サンソー
タイプ：フルボディ・辛口

￥2,980

パリのビストロの定番ワイン。
赤い果実とスパイスの風味が上品な味わい。

シャトー・ブースカッセ
モン・ヴァン・ルージュ
原産国：フランス
品　種：タナ、カベルネ、カベルネ・フラン
タイプ：フルボディ・辛口

￥2,980

世界最高峰のワインメーカーの俺のオリジナルワイン。
ジューシーで凝縮した果実味としっかりとした渋み。

デントンシュッド  ピノ・ノワール
原産国：オーストラリア
品　種：ピノ・ノワール
タイプ：ミディアムボディ・辛口

￥3,980

ブドウ本来の美味しさを表現した非常に綺麗なワイン
ブルゴーニュワインを彷彿させる深みとエレガンス。

シャソルネイ・ド・シュッド キュヴェＧ
原産国：フランス
品　種：グルナッシュ
タイプ：ミディアムボディ・辛口

￥3,980

ダークチェリー、オレンジピール、ミネラルの香り。
しなやかな果実味のビオワイン。

レ・ヴォレ・ノワール
原産国：フランス
品　種：ピノ・ノワール
タイプ：ミディアムボディ・辛口

￥3,980

ピレネー山脈の冷涼な環境からなる心地よい酸味。果実味
とのバランスの取れたワイン。

カロ・アルマ マルベック
原産国：アルゼンチン
品　種：マルベック
タイプ：フルボディ・辛口

￥3,980

ブルーベリーやスパイスの香りと凝縮感。
ラフィット社とカロ社のジョイントベンチャー。

レ・マッキオーレ
ボルゲリ・ロッソ
原産国：イタリア
品　種：カベルネ・フラン
タイプ：フルボディ・辛口

￥3,980

深みのある深紅、濃縮した黒い果実香。
柔らかい口当たり、ミネラルからくる旨味が絶妙！
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