
 オーストラリアで作られる絶品の貴腐ワイン。極甘口

樽熟成された琥珀色のデリケートなグラッパ　Al.38%

５年間熟成された、強く華やかなデザートワイン Al.16.5%

スルジーバ・スパークリングウォーター（ 750ml イタリア産）

    デキャンタ(500ｍｌ) 各1200
ボトル(750ｍｌ    各2000

白ワイン
white wine

が誇る５０人の
ソムリエ達が選んだ
マンスリーワイン！

ローマの赤 イタリア / モンテプルチャーノ、シラー、チェザネーゼ

Roma DOC Rosso

ローマの白 イタリア / マルヴァジア・プンティナータ

Roma DOC Bianco 各780
ボトル(750ｍｌ) 　  各3800

デキャンタ(500ｍｌ)各2500

1480
1200
980
980店内の黒板にて紹介して

おります♪ボトル販売も
しておりますので、詳細
はスタッフまでお尋ねく
ださい！

ボトル(750ｍｌ) 　  各3000

デキャンタ(500ｍｌ)各2000

各380

一押しワインをセレクト！
「俺の」シリーズらしい

厳選ワインをリーズナブルな価格で！

 本日のイタリアワイン
（白or赤）

各680

JAZZ厳選
JAZZ Selected

Red Wine
⑥濃厚の赤
Very Rich taste

 グラスワイン -Glass Wine- グラスワインはたっぷり150mlお注ぎします！20種類からお好み・お値段に合わせてお選び下さい!

赤ワイン
Red wine

各680

①軽めの赤 イタリア / カンノナウ
Light smooth taste from Italy "Cannonau"
②バランスの良い赤 イタリア /サンジョベーゼ
Balanced taste  from Italy "Sangiovese"

④濃厚の白
Very Rich taste
⑤至高の白
Premium taste

③シャープな白
Sharp taste

1480
1200
980

②重めの白 フランス / シャルドネ
Dry taste from France "Chardonnay"

各680
ボトル(750ｍｌ) 　  各3000

デキャンタ(500ｍｌ)各2000

③重めの赤 フランス / カベルネ＆シラー
Heavy taste from France "Cabernet Sauvignon & Syrah"

俺の贅沢プロセッコ　イタリア産

俺のお値打ちワイン(白or赤) コスパ抜群！！
詳細はお気軽にお尋ね下さい

①軽めの白 イタリア / ソアーヴェ
Light smooth taste from Italy "Soave"俺の白

Oreno White

俺の赤
Oreno Red

JAZZ厳選
JAZZ Selected

White Wine

   Surgiva Sparkling Water made in Italy

780

    Oreno Rose Sparkling Wine made in Australia

780

モスコミュール 　/　 ウォッカトニック

    Campari with soda / orange

俺のロゼ泡 レディー・ジュリアナ オーストラリア産

580

580

各680

俺の名物！  グラスなみなみ！
Oreno Drink Speciality " Brimmed Sperkling"

スパークリングワイン・シャンパン  - Sperkling Wine / Champagne -  

俺の泡　イタリア産 980
    Oreno Sperkling Wine made in Italy

本日のJAZZオリジナルカクテル 680
Today's JAZZ original cocktail

    Oreno Premium Champagne made in France

    Oreno Champagne made in France

俺のシャンパン　　　フランス産 1,200

    Oreno Franciacorta made in Italy

俺のフランチャコルタ 　　イタリア産 1,200

    Oreno Premium Prosecco Wine made in Italy

俺の贅沢シャンパーニュ　フランス産 1,580

    Lambrusco  made in Italy

俺の甘赤泡 ランブルスコ イタリア産 780

    Mi Moscatel made in Spain

俺の甘白泡 ミ・モスカテル スペイン産

グラスなみなみ・アップルサイダー

ハイボール - Wisky Soda -

580
    Non-Alcohole Apple Cider made in France "Purpom"

（ブラッドオレンジ / ピーチ / ストロベリー）
    Fruits Cocktail Sparkling made in Italy

ピュアポム ノンアルコールアップルサイダー  フランス産

俺のハイボール

⑦至高の赤
Premium taste

⑤力強い赤
Powerful taste

④エレガントな赤
Elegant taste

    Moscow Mule  /  Vodka and Tonic

    Kitty Cocktail: Red Wine and Ginger Ale
キティ 赤ワイン＆ジンジャーエール

580

580

白ワイン＆ジンジャーエールオペレーター
    Operator Cocktail: White Wine and Ginger Ale

カシス（ソーダ / オレンジ / グレープフルーツ / ウーロン）
    Cassis with soda / orange / grapefruit / oolong Tea

オレンジジュース / アップルジュース

ピュアポム

580

    Non-Alcohole Apple Cider made in France "Purpom"

スルジーバ・ミネラルウォーター（ 750ml イタリア産 ）

なみなみフルーツカクテル イタリア産 各780

    Grape Juice / Guava Juice / Mango Juice

    Coca Cola / Ginger Ale / Peach Soda

Oreno Origial Sagria Red or White

（プレーン or ジンジャー or コーラ）

サントリー・プレミアム・モルツ〈香る〉エール（生）

サントリー・プレミアム・モルツ・ブラック（生）
Suntory Premium Malt's Draft Black Beer

ハーフ＆ハーフ（生）
Half & Half Suntory Premium Malt's Draft Beer

サントリー・オール・フリー（ノンアルコール・瓶）
Non-Alcohole Beer "Suntory All Free"

シャンディ・ガフ
Beer with Ginger Ale

Suntory Premium Malt's Draf Beer〈Kaoru〉Ale

ビームハイボール　（ジムビーム）
各680

580（甲州韮崎）

カクテル - Cocktails -

カンパリソーダ / カンパリオレンジ

    Homemade Limoncello Soda or Homemade Orange Soda

    Gin and Tonic  /  Gin and Ginger Ale

    Oolong Tea / Iced Tea / Iced Coffee

JAZZ  ドリンク  メニュー Drink Menu

1,100

630

630

630

630

780

コーヒー / エスプレッソ

580

    Orange Juice / Apple Juice

    Grapefruit Juice / Pineapple Juice

温かいお飲み物 - Hot Drinks -

530

530

580

680 480

シチリア産ブラッドオレンジ

本日のノンアルコールカクテル 580

680

コカ・コーラ / ジンジャーエール / ピーチスカッシュ

ウーロン茶 / アイスティー / アイスコーヒー

自家製レモネード （水割り・ソーダ割り）

アマレット薫るイタリアン・アイスティー

  Hot Coffee / Espresso

ボトリティス　セミヨン（貴腐ワイン）Botrytized Wine

グラッパ・ディ・フィ-ネ・ヴェッキア Grappa

ヴィンサント Castello di Brolio Vinsanto

食後酒 - Digestif -

980

680

680

    Homemade Lemonade with water / soda

   Amaretto Italian Iced Tea

   Sicilian Blood Orage Juice

Today's Non-Alcohole cocktail

   Surgiva Minerale Water made in Italy

自家製ホットレモネード

完全有機栽培　幸乃茶屋さんのダージリン
Organic Hot Darjeeling Tea

 Homemade Hot Lemonade

580

530

各580
本日のムレスナティー　（種類をお選びいただけます）

Today's Mlesna Tea　(Please choose one of selected tea)

630
　　　俺のイタリアン～トリコローレ・オリジナルブレンド～

ソフトドリンク - Soft Drinks - ビール - Beer -

自家製 リモンチェッロ・ソーダ  or  自家製 俺んちーな

ジントニック 　/   ジンバック

Blood Orange / Peach / Strawberry

店内の黒板にて紹介して
おります♪ボトル販売も
しておりますので、詳細
はスタッフまでお尋ねく
ださい！

880

Oreno "Highball" Wisky Soda made in Nirasaki, Yamanashi 

Plain / Ginger Ale / Coca Cola
各450

各450グレープフルーツジュース / パイナップルジュース

580

各580   俺のサングリア　赤 or 白 各450

各450

各450

本日のクラフトビア
Today's Craft Beer

赤葡萄ジュース / グァバジュース / マンゴージュース 

    Oreno Italian "Tricolore Original Blend" Non-Alcohole

表示金額はすべて税別です。尚、当店ではお一人様につき（乳幼児以上のお子様も同様）

『チャージ』￥600を頂戴いたします。1ドリンク以上のご注文をお願いしております。JAZZ

Jim Beam and Soda * Please choose one below.

ボトルワインのメニューは、

このメニューとは別に

別紙にてご案内させて

いただいております。

質問もお気軽にどうぞ！

Decanter

Bottle

Decanter

Bottle

Decanter

BottleOreno Reasonable Red or White Wine

Italian Red or White Wine 

からのご提案！

美味しいホットワイン 680

Hot Red Wine

Decanter

Bottle

イタリア
ワイン

特別企画

最高級
スパークリング

ワイン対決

VS

！
Orenchino Lemon Sour

780

！
Regular Lemon Sour

480



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スパークリングワイン ¥2,000 
1 

スプマンテ ブリュット 
スペローネ 

アブルッツォ 
シャルドネ 

トレッビアーノ 
辛口  

柔らかな泡、青りんごやハーブなど爽やかな香りの中にフレッシュな酸と 

のど越しの良さが食欲を湧かせます。 

2 レディジュリアナ オーストラリア 
シャルドネ 

シラーズ 
辛口 

 

いろんなお食事に合わせやすい ロゼ のスパークリングです。 

¥3,000 
3 俺の泡！ プロセッコ ヴェネト グレラ 辛口  

    イタリアを代表するスプマンテ、プロセッコ。迷ったらコレ！間違いないです！ 

4 
ランブルスコ  
アマービレ 

エミリアロマーニャ 
ランブルスコ 

マエストリ 
甘口  

      ワインが苦手な方はまずこちらから！世界的にも珍しい甘口赤のスパークリング。 

¥4,000 
5 

俺のマグナム！ 
スパークリング 

フランス シャルドネ主体 辛口  

フランス産のスパークリングのマグナム（2 本分）がこの価格！ 
ガンガン飲む方には最初からこれがおすすめ！ 

¥5,000 
6 カルペネ ロゼ ヴェネト  辛口  

色味の濃さから連想される濃厚でエレガントな味わい。 
ワンランク上のロゼスパークリングを最高のお食事と共に 

¥6,000 
7 

★フランチャコルタ 
キュヴェ プレステージ 

ロンバルディア 
シャルドネ主体 

ピノ・ビアンコ他 
辛口  

イタリア泡の最高峰フランチャコルタをこの価格で！！ 

華やかでエレガントな飲み口です。 

8 テタンジェ ブリュット シャンパーニュ シャルドネ主体 辛口  

       世界の一流レストランで必ずオンリストされている一本。当店イチオシの逸本です。 

¥7,000 
9 

フェッラーリ 
ペルレ ミレジム 

トレンティーノ 

アルトアディジェ 
シャルドネ 辛口  

      シャルドネ 100％の華やかな味わい。あまりにも有名な「フェッラーリ」の上級キュヴェ。 

¥8,000 
10 

フランチャコルタ 
ヴィンテージコレクション サテン 

ロンバルディア 
シャルドネ 

ピノ・ビアンコ 
辛口  

     アプリコット、白い花を連想させる柔らかな味わい。フォアグラとの相性も抜群。 

11 
テタンジェ 

ノクターン セック 
シャンパーニュ シャルドネ主体 

やや

辛口 
 

     アプリコット、白い花を連想させる柔らかな味わい。フォアグラとの相性も抜群。 

¥10,000 
12 

テタンジェ 
 プレリュード グランクリュ 

シャンパーニュ 
シャルドネ 

ピノ・ビアンコ 
辛口  

    テタンジェの最高峰「グランクリュ」をこのお値段で！ 

ふくよかさとフレッシュさを併せ持つ至高の 1 本。 

 

白ワイン ¥2,000 
13 オチョ チリ ソーヴィニヨンブラン 軽め  

  フレッシュで爽やかな酸味！前菜との組み合わせが◎ まずはこの一本から！ 

14 ベンティスケーロ チリ シャルドネ 重め  

パイナップルやマンゴーの香りを感じるしっかりボディの白ワイン。 

¥3,000 
15 

★アルタモーラ 
エトナ ビアンコ 

シチリア カッリカンテ 軽め  

   ヨーロッパ最大の活火山エトナ山の標高 800m で作られるミナラリーなワイン 

16 ジャルダン ド ブースカッセ マディラン 
プティマンサン

他 
重め  

「俺の限定ラベル」  
グレープフルーツのような爽やかさと完熟リンゴの柔らかな味わい。 

17 ファランギーナ カンパーニア ファランギーナ 辛口  

南イタリアの太陽をたっぷり浴びたぶどうで造った黄金に輝く白ワイン。 

18 
コーレ 

ピノグリージョ 
シチリア ピノグリージョ 辛口  

人気のイタリア品種をこの価格で！ 

最初の 1 本に適したスイスイ飲めちゃう白ワイン。 

です。 
19 ベリンジャ― カリフォルニア シャルドネ 重め  

   どっしりしたボディと、長く続く余韻。カリフォルニアらしいリッチなシャルドネです。 

¥4,000 
20 ヤレ シチリア シャルドネ 辛口  

樹齢 23 年のシャルドネから作られる、 
エレガントかつシチリア名産のオレンジを思わせる爽やかな余韻 

¥5,000 
21 シャブリ ブルゴーニュ シャルドネ 辛口  

すっきりドライなシャブリ、魚介類との相性バツグンです！ 

¥6,000 
22 

リースリング 
「レ ディ フィオーリ」 

ピエモンテ リースリング 重め  

アルプス山脈の麓「ピエモンテ」で造られる最上級のリースリング。 

リースリングというブドウの印象が変わる 1 本です。 

¥7,000 
23 トッリチェッラ トスカーナ 

シャルドネ 

ソーヴィニヨンブラン 
重め  

キアンティの名手リカゾーリ家が手掛ける白ワイン。 

      国際品種のシャルドネとソーヴィニヨンの絶妙のブレンドがもたらす優美な味わい。 

¥8,000 

24 
シャルドネ      

「バッリカート」 
ヴァッレダオスタ シャルドネ 重め  

北イタリア最高峰のシャルドネ。酸とミネラルの完璧なバランス。 

高級レストランの半分の価格でお楽しみいただけます。 

 

赤ワイン ¥2,000 
25 ★プリミティーヴォ プーリア プリミティーヴォ ミディアム  

迷ったらコレ！女性に親しみやすく、男性を飽きさせない優等生ワイン。 

26 ベンティスケーロ チリ カベルネソーヴィニヨン フル  

 世界的に注目が高まる「チリカベ」 俺のならではのクオリティで。 

¥3,000 
27 ネッビオーロ ランゲ ピエモンテ ネッビオーロ フル  

赤ワインで迷ったらコレ！ 
イタリアを代表するバローロやバルバレスコと同じ品種で作られるしっかりめの赤。 

28 
シャトー  

ブースカッセ 
マディラン タナ 他 フル  

「俺の限定ラベル」  
タンニンの語源となったブドウを使用、しっかりとした味わい。 

29 
アルタモーラ 
エトナ ロッソ 

シチリア ネレッロマスカレーゼ ミディアム  

お肉にもお魚にも合う万能タイプのシチリアワイン。是非お試しください。 

30  ★メルロー シチリア メルロー ミディアム  

          シルクのような滑らかな舌触り。女性に人気の国際品種のメルローをシチリアクオリティで。 

31 ベリンジャ― カリフォルニア 
ピノノワール or 

カベルネ 
ミディアム  

ダークチェリーやロースト香などカリフォルニアらしい味わい。 

ピノノワールとカベルネソーヴィニヨンをお選びいただけます。 

¥4,000 
32 タウラージ カンパーニア アリアニコ フル  

   カンパーニアといえば“タウラージ”！ アリアニコの最高峰を味わってください！ 

¥5,000 
33 

ピノネロ  
マゾライナー 

トレンティーノ 

アルトアディジェ 
ピノネロ フル  

スイス国境にあるイタリア最北端の地で造られる高品質ワイン。 

昼夜の極端な温度差がワインにもたらすリッチな味わいが特徴。 

¥7,000 
34 

アマローネ 
ヴァルポリチェッラ クラッシコ
キアンティクラッシコ 
グランセレツィオーネ 

ヴェネト 
コルヴィーナ 

主体 
フル  

熟成ワインの最高峰「アマローネ」しっかりと時間をかけて造られた 

   凝縮した味わいと長く続く余韻。この価格で飲めるのは俺イタ JAZZ だけ！ 

¥8,000 
35 

キアンティクラッシコ 
グランセレツィオーネ 

トスカーナ 
サンジョヴェーゼ 

メルロー 他 

 

フル  

        キアンティの中でも格式の高いものにしか名乗ることを許されない「キアンティクラッシコ」 

     その最高級ブランド「セレツィオーネ」俺のでしか実現できない価格で。 

¥9,000 

36 
バローロ         

「カスティリオーネ」 
ピエモンテ ネッビオーロ フル  

          ワインの王であり、王のワインであると称されるバローロの中でも、ワイン評価の最高評価を 

            総なめにしている造り手が手掛ける最高の 1 本。価格以上の価値があります。 

 

俺のイタリアン JAZZ ワインリスト ＜表記は全て税別価格です。メニュー外にもボトルワインがございます。＞ 


