
Wine

a glass full of champagne

なみなみ! 俺のロゼスパークリング 780
Rose Sparkling

なみなみ! 俺のスパークリング 780
White Sparkling 

なみなみ! 俺のマスカット 780
Muscat of Alexandria 

なみなみ! 俺のランブルスコ 780
Lambrusco Rosso

なみなみ! 俺の赤ワイン 780
Red Wine Selected by Our Sommelier

なみなみ! 俺の白ワイン 780
White Wine Selected by Our Sommelier

White wine Red wine

フラスカティ 780
Frascati Superiore～Italy～

～イタリア～

シャブリ シャルドネ 980
Chablis ～France～

～フランス～

俺のマンスリーセレクトワイン 980～
White Wine of The Month

グラディエーターカベルネソーヴィニョン 780
Cycles Gladiator, Cabernet Sauvignon ～California～

～アメリカ～

ショレイ レ ボーヌ ピノ ノワール 980
Chorey-Les-Beaune  ～France～

～フランス～

俺のマンスリーセレクトワイン 980～
Red Wine of The Month

◆ お料理、お飲み物の価格はすべて『税別表記』です。

◆ アレルギーをお持ちの方はお気軽にスタッフにお申し付け下さいませ。

◆ お席での『テーブル会計』にご協力下さいませ。

◆ 一部のお料理は、写真と若干異なる場合がございます。予めご了承願います。

◆ お１人様につきチャージ￥300を頂戴しています。

“俺の”からのご案内

～フランス～ ～フランス～

なみなみ! 俺のシャンパン 1480
White Champagne 



Low Alcohol 
Drink

ほろ酔いカクテル（Alc.３％～低アルコール）

Highball
ハイボール

俺のハイボール（甲州） 580
Highball (Japanese)

俺のジンジャーハイボール 680
Ginger Ale Highball (Japanese)

銀座ハイボール
（デュワーズ ホワイトラベル）

780

Highball (Scotch)

Beer
ビール

サッポロ生ビール 680
Sapporo Draft Beer

シャンディガフ 680
Shandigafu

アルコールフリー 580
Sapporo Alcohol Free

Soft Drink
ソフトドリンク

俺のレモネード 580
Lemonade

俺のピンクレモネード 580
Pink Lemonade

りんごスパークリングジュース 680
Apple Sparkling

シャーリーテンプル 680
Shirley Temple

メロンソーダ 480
Melon Soda

カルピスソーダ 480
Calpis Soda

オレンジジュース 480
Orange Juice

パイナップルジュース 480
Pineapple Juice

ぶどうジュース 480
Grape Juice

ウーロン茶 480
Oolong Tea

ジンジャーエール 480
Ginger Ale

ペリエ 480
Perrier(200ml),

富士ミネラル
480

Fuji Mineral Water(360ml)

自家製サングリア 680
Sangria

アメリカン レモネード 680
American Lemonade

キールロワイヤル 680
Kir Royal

ミモザ 680
Mimosa

カシス（オレンジ、ウーロン、ソーダ） 680
Cassis Orange, Cassis Oolong, Cassis Soda

フルーツカクテル（ベリーニ） 780
Bellini

デザートワイン 980
Dessert Wine

ぶどうスパークリングジュース
Grape Sparkling

680



15
赤

原産国：カリフォルニア／タイプ：フル
品 種：カベルネ ソーヴィニョン

果実味が豊富な典型的なカリフォルニアン・スタイル

サイクルズ グラディエーター

原産国：イタリア／タイプ：辛口
品 種：グレラ

フレッシュな酸味。乾杯におススメ！

プロセッコ ブリュット イティネラ

原産国：ニュージーランド／タイプ：軽辛口
品 種：ソーヴィニョン ブラン

さわやかな酸味と青草やハーブ香り。

スプリングスソーヴィニョンブラン

ALL 3,500yen

原産国：イタリア／タイプ：辛口
品 種：ピノ グリージョ

フローラルでフレッシュな柑橘系の味わい。

マァジ モデッロ ビアンコ

原産国：フランス 南西地方／タイプ：辛口
品 種：ソーヴィニョン ヴィオニエ

シャトー・ランシュ・バージュのオーナーが設立したワイナリー。

ミシェルリンチ ブラン

13
赤

原産国：フランス／タイプ：ライト
品 種：ピノ ノワール

チェリーや完熟カシスの香り、心地よいフルーティー感。

ヴァランセ ルージュ
クロード ラフォン 14

赤

原産国：フランス／タイプ：ミディアム
品 種：カベルネシラー

シャトー・ランシュ・バージュのオーナーが設立したワイナリー。

ミシェルリンチ ルージュ

3
白

原産国：チリ／タイプ：辛口
品 種：シャルドネ

豊かな果実味と樽香が効いていてクリーミーな味わい。

サンタ アリシア シャルドネ
4
白

原産国：オーストラリア／タイプ：辛口
品 種：セミヨン シャルドネ

南国系のトロピカルフルーツの香りとクリーミーな触感。

デ ボルトリ セミヨン シャルドネ

10

12
白

11
白

BOTTLE WINE LIST

ALL 2,500yen

1
泡

原産国：オーストラリア／タイプ：辛口
品 種：サルタナ

すっきりとした酸味と柔らかい果実味が特徴的。

ロリマー ブリュット
2
原産国：オーストラリア／タイプ：中甘口
品 種：マスカットオブアレキサンドリア

マスカットの香り、微発砲でフルーティー、ほのかな甘み。

ミ モスカテル
泡

原産国：チリ／タイプ：ミディアム
品 種：シラー

ハイクオリティで知られるコノスルシリーズ。

コノスル シラー ヴァラエタル
7
赤

9
泡

白

白

原産国：フランス／タイプ：フル
品 種：カベルネ・シラー

すみれやブラックベリーの香り、しっかりとした果実味。

ラ クロワザード カベルネ・シラー
8
赤

白

原産国：フランス／タイプ：重辛口
品 種：シャルドネ

フルーティーながらスパイシーなニュアンスもあります。

フルール ドシャルロット シャルドネ
5

原産国：オーストラリア／タイプ：ライト
品 種：シラーズ カベルネ

滑らかなタンニンとスパイシーさと程よい酸味。

デ ボルトリ シラーズ カベルネ
6
赤

※記載の価格は税抜価格です。



31
赤

原産国：イタリア ピエモンテ／タイプ：ミディアム
品 種：ネッビオーロ

エレガントなタイプのバローロ。繊細な味わいです。

バローロ ブリッコ アンブロージョ
ローダリ 7,000 32

赤

※詳しくはスタッフまでお尋ねください。

ソムリエ厳選秘蔵ワイン!!

9,000～

26
赤

原産国：フランス ブルゴーニュ／タイプ：ライト
品 種：ピノ ノワール

ラズベリーやレッドチェリー等のエレガントな香り。

ブルゴーニュ ピノ ノワール
ルイ ラトゥール 4,000

RED

28
赤

原産国：フランス 南西地方／タイプ：フル
品 種：タナ

凝縮感のある果実味と、心地よいタンニン。

モン ヴァン ルージュ
アラン ブリュモン 4,000

29
赤

原産国：イタリア ヴェネト／タイプ：ミディアム
品 種：マルゼミーノ

なめらかな渋味とフレッシュな酸味が印象的。

マァジ マゼスト

5,000 30
赤

原産国：フランス シャンパーニュ／タイプ：ライト
品 種：ピノ ノワール

丸みのある酸とやわらかな口当たり、長く優雅な余韻。

ショレイ レ ボーヌ
ジョセフ ドルーアン 6,000

BOTTLE WINE LIST

WHITE
白

19
白

原産国：ドイツ／タイプ：中甘口
品 種：リースリング

白い花やハチミツの香り。自然な甘みが心地良い。

モーゼルランド アウスレーゼ
リースリング 4,000 20

白

原産国：フランス ブルゴーニュ／タイプ：辛口
品 種：シャルドネ

リンゴや柑橘の香り。ミネラリーで程よいとコク。

シャブリ シモネフェブル

5,000

21
白

原産国：フランス ロワール／タイプ：辛口
品 種：ソーヴィニョン ブラン

ジューシーな青りんごアロマ、フレッシュハーブの香り。

サンセール ドメーヌ デュ ノゼ

6,000 22
白

原産国：カリフォルニア／タイプ：辛口
品 種：シャルドネ

果実味豊かで樽香たっぷり。濃厚な白ワインです。。

カレラ セントラルコースト
シャルドネ 7,000

※記載の価格は税抜価格です。


