
俺の名物！”なみなみの泡”

原価出し！俺のシャンパン 各1280

俺の泡 スパークリング 白 【辛口】

各780

俺の泡 スパークリング ロゼ 【中辛口】

俺の泡 スパークリング 赤 【甘口・微発泡】

私の “ほろ酔い” 泡 【バラ＆オレンジ】

各680

私の “ほろ酔い” 泡 【木苺＆グアバ】

私の “ほろ酔い” 泡 【ライチ＆アップル】

“なみなみ”の白【爽やかコクあり】

“なみなみ”の赤【濃厚フルボディ】

780

私の泡 ノンアルコール 【リンゴ】 680

一流のソムリエが選ぶ！
コスパ抜群のグラスワイン

ビール＆ハイボール

充実のソフトドリンク

生ビール サッポロ 黒ラベル

680
シャンディーガフ

ノンアルコールビール 580

680俺のハイボール・ジャパン

自家製！俺のレモネード

選べて楽しい！！俺の旬感スカッシュ
【 春: バラ 夏: ライチ 秋: 木苺 冬: スミレ】

マリー・アントワネット （木苺＆グアバ）

ジュリアス・シーザー （ライチ＆マンゴー）

ジンジャエール 【甘口 or 辛口】

コーラ / ウーロン茶 / オレンジ / リンゴ

富士ミネラルウォーター

コーヒー / 紅茶 / ハーブティー

やみツキ！私のアイスピーチティー

俺の白 ブルゴーニュ【エレガント】

俺の赤 ボルドー 【飲み頃 ・ 豊か】

世界の白 【 セミヨン or シャルドネ】

世界の赤 【 シラーズ or カベルネ】

500

（お得なカラフェ 500ml 1500円）

寄り添うカクテル

私のサングリア 【白 or 赤】

俺の贅沢ワイン【白 or 赤】 1280

790

食後のお飲み物

380

500

私の白 モスカート 【甘口 ・ 美発泡】

私の泡 ノンアルコール 【ブドウ】 680

780

690

690私の赤 キャンティ 【フルーティー】

790

原価出し！俺のフランチャコルタ

優しいB I Oワイン【白 or 赤】 880

ミケランジェロ（モヒートミント＆アップル）

俺の麹（こうじ）レモンサワー 680

580

580

爽快！ドライソニック（トニック＆レモン）

日本を応援ワイン【白 or 赤】

680
本日のプレミアムビール

580

680

680
俺のSAKE 純米吟醸つや姫 680

注目の色々ワイン【ロゼ or オレンジ】780

カシス＆アールグレー

カンパリ＆モヒート

ALL580
【ノンアルコール・カクテル】

【ソフトドリンク】 ALL 480



Wine ORE-NO Style!!

原価出し！俺のシャンパン or フランチャコルタ

ALL1280

俺の泡スパークリング白 【辛口】 ALL 780

俺の泡スパークリングロゼ 【中辛口】

俺の泡スパークリング赤 【甘口・微発泡】

私の “ほろ酔い”泡 【バラ＆オレンジ】

ALL 680

私の “ほろ酔い”泡 【木苺＆グアバ】

私の “ほろ酔い”泡 【ライチ＆アップル】

俺達の“なみなみ”の白 【爽やかコクあり】

俺達の“なみなみ”の赤 【バランスGOOD！】

ALL 780

私の泡 スパークリング 【リンゴ】

私の泡 スパークリング 【ブドウ】

ALL 680

By the Glass（150ｍｌ） Beer＆Highball

Soft Drinks

生ビール サッポロ 黒ラベル

680
シャンディーガフ

580
ノンアルコールビール

580

580
ハイボール【スコッチorジャパニーズ】

自家製！俺の華やかレモネード

選べる！俺の旬感スカッシュ

【Rose or Lychee or Raspberry or Violet】

マリー・アントワネット（木苺＆グアバ）

ジュリアス・シーザー（マンゴー＆ライチ）

ジンジャエール【甘口 or 辛口】

コーラ / ウーロン茶 / オレンジ / リンゴ

ミネラルウォーター
【富士ミネラル or スパークリング富士】

Coffee / Tea / Herb tea

香るアイスピーチティー

俺の白ブルゴーニュ

俺の赤ボルドー

コスパの白【セミヨン or シャルドネ】

コスパの赤【シラーズ or カベルネ】 【Mocktails ALL 580】

（Decanter 500ml 1500）

ASK

Cocktails

俺のサングリア 【白・赤】

カンパリ・モヒート

カシス・アールグレイ

ソムリエセレクション【白・赤】

俺の贅沢ワイン 【白・赤】

1280

790

790

Coffee & Tea 

380

500

Ore-no Champagne

Ore-no sparkling wine white  [dry]

Ore-no sparkling wine Rosé  [semi-dry]

Ore-no sparkling wine Red  [Sweet]

Sparkling [Rose & Orange]

Sparkling [Raspberry  & Guava]

Sparkling [Lychee  & Apple]

White wine [Sauvignon Blanc]

Red Wine [Merlot]

Sparkling Juice [Apple]

Sparkling Juice [Grape]

Draft Beer 

Shandy-Gaff

Non-Alcohol Beer

Highball [Scotch or Japanese]

ORE-NO homemade Lemonade

Various taste Sparkling(Please choise)

Marie-Antoinette [Guava & Raspberry]

Julius Caesar [Mango & Lychee]

Ginger Ale [Sweet & Dry]

Cola / Oolong tea / Orange / Apple

Ice peach tea

Mineral Water / Sparkling Water

Ore-no Sangria [White or Red]

Cassis ＆ Earl Grey

Campari ＆ Mojito

Ore-no White wine [ Bourgone ]

私のモスカート【甘口・美発泡】

Sweet wine [ Muscat・Slight Sparkling ]

White wines [ Semillon or Chardonnay]

Red wines [ Shiraz or Cabernet sauvignon]

Sommelier Selection [White or Red] 

Today’s special Wines [White or 

Red] 

690

Ore-no Red wine [ Borudeaux ]

Fruity Red wine [ Chianti ]
私のキャンティ

690

Ore-no “KOUJI” Lemon sour

俺の麹（こうじ）レモンサワー

680

Ore-no Franciacorta

680

580

580

日本を応援ワイン＆ 日本酒

Japanese wine or  Sake 680

【Standard Drinks ALL 480 】


