
なみなみ! スパークリング 俺の泡（白） ¥780
Sparkling wine (White)

なみなみ! スパークリング 俺の泡（ロゼ） ¥780
Sparkling wine (Rose)

なみなみ! ランブルスコ!!（赤・やや甘口） ¥780
Lambrusco (Red, slightly sweet)

なみなみ! アップルサイダー（ノンアルコール） ¥580
Apples non-alcoholic sparkling

なみなみ! 俺のシャンパン! ¥999
Chanpagne



Wine

a glass full of Sparkling

a glass of Rose wine

Beer &
Whiskey Low 

Alcohol 
Drink

カンパリーナ（カンパリ＆オランジーナ） ¥580
Camparina (Campari & Orangina)

俺のYOKOHAMA ¥580
Original cocktail “ORENO YOKOHAMA”

自家製サングリア（赤 or 白） ¥580
Sangria (Red / White)

キティー オペレーターも出来ますよ♪ ¥580
Kitty or Operator
カシス
（オレンジ・グレープフルーツ・ソーダ・ウーロン茶） ¥580
Cassis (Orange, grapefruit, soda, oolong tea)

ファジーネーブル ¥580
Fuzzy navel

洋梨のカクテルなっし～♬ ¥580
Original cocktail “Tropical Pear”

YOKOHAMA店バーテンダー奥村庄平オリジナルカクテル!

ビール＆ウイスキー

ほろ酔いカクテル
（Alc.３％～低アルコール）

俺のジュ～シ～♪ロゼワイン ¥780
A glass of Rose wine “Pinot noir”

フレッシュ＆ジューシーなピノ ノワール!

自家製サングリア

俺のYOKOHAMA ファジー
ネーブル

カンパリ＆
オランジーナ

なみなみ! スパークリング 俺の泡（白） ¥780
Sparkling wine (White)

なみなみ! スパークリング 俺の泡（ロゼ） ¥780
Sparkling wine (Rose)

なみなみ! ランブルスコ!!（赤・やや甘口） ¥780
Lambrusco (Red, slightly sweet)

なみなみ! アップルサイダー（ノンアルコール） ¥580
Apples non-alcoholic sparkling

なみなみ! 俺のシャンパン! ¥999
Chanpagne

キリン一番搾り≪生≫ ¥600
KIRIN Ichibanshibori

シャンディガフ（ビール＆ジンジャーエール）¥580
Shandy gaff (Beer & ginger ale)

ノンアルコールビール（キリン） ¥580
Non alcohol beer

樽薫るマイスター（ブレンデッド）
（水割り･ソーダ･ジンジャーエール・ロック）
OAK MEISTER (Blended whiskey)  
[Rock, Water, Soda, Gingerale split]

¥580シングル
single

¥680/ ダブル
double

I・Wハーパー（バーボンウィスキー）
（水割り･ソーダ･ジンジャーエール・ロック）

I.W. HARPER (Bourbon Whiskey)
[Rock, Water, Soda, Gingerale split]

¥680シングル
single

¥780ダブル
double



Soft
Drink
ソフトドリンク

a glass of White wine a glass of Red wine
ロリマー シャルドネ ¥480
LORIMER CHARDONNAY

コカ・コーラ ¥380
Coca Cola

ジンジャーエール ¥380
Ginger ale

グレープフルーツ ¥380
Grapefruit juice

ウーロン茶 ¥380
Oolong tea

100%オレンジ ¥380
Orange juice (100%)

富士ミネラル ¥380
Fuji Mineral water

富士ミネラルスパークリング ¥480
Fuji Mineral water (Sparkling)

俺モーニ（ピンクグレープ・ソーダ） ¥480
Pink grape soda

カクテル風ノンアルコール♪

シンデレラ
（オレンジ&グレープフルーツ&パイナップル） ¥480
Cinderella (Orange & Grapefruit & Pineapple)

カクテルの様にオシャレに飲みたいならコレ♬

本日のデザートワイン（赤） ¥600
Today's dessert wine (red) 

シェリー三種飲み比べ ¥999
Shelley (Three Kinds Compared)

本日の貴腐ワイン（白）
ボルドーソーテルヌ

¥600
Today's noble wine (white) Bordeaux Sauternes

イギリス最古のワイン商ＢＢＲセレクション
ソーテルヌ1級を驚きの価格で!

フィノ（軽タイプ）
Fino (light-bodied)

アモンティリャード（中間タイプ）
Amontilado (medium-bodied)

オロロソ（重タイプ）
Ororoso (full-bodied) ¥500

イギリス最古のワイン商ＢＢＲセレクションシェリー

各

Digestifs 食後酒

俺の白ワイン ¥580
White wine “ORENO”

ハイクオリティーなワインを限界価格で!

ゴッサム モスカート ¥680
GOTHAM MOSCATO

オーストラリアのマスカット微発泡のチョイ甘フルーティー!

ソムリエのおすすめ白ワイン! ¥880
Sommelier's Recommended White Wine

飲まなきゃ損♬ スタッフまで

濃厚な白 ジャルダン ド ブースカッセ ¥999
JARDINS de BOUSCASSE (Rich white wine)

２０10年の南仏の重厚な白ワイン

コスパの赤ワイン ¥480
Red wine (Good cost performance)

俺のソムリエ50人で選んだお値打ちワイン!

俺の赤ワイン ¥580
Red wine “ORENO”

ハイクオリティーなワインを限界価格で!!

俺のアルゼンチンワイン! ¥780
Argentine red wine

飲みやすさがあり、フルーツのニュアンスが余韻まで心地良い!

ソムリエのおすすめ赤ワイン! ¥880
Sommelier's Recommended Red Wine

俺のソムリエ50人で選んだ掘り出し物‼

本日の重めの赤ワイン!! ¥999
Today’s full bodied red wine

納得の濃厚フルボディー! 

シンデレラ俺モーニ

本日の
貴腐ワイン

本日の
デザートワイン


	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9

