
ちぇるちぇる””

ロック／ハイボール／ジンジャー／コーラ

◆ サントリー 角
ジャパニーズウィスキー

¥480

                   ¥580

シングル/                               

ダブル/                              double

single

【ビール】 【ウイスキー】Beer 
◆ ザ・プレミアムモルツ生 ¥580

¥430

¥530

¥480

ノン・アルコールビール

◆ オールフリー

¥580◆ シャンディガフ

【カクテル】Cocktail 【ソフトドリンク】Softdrink

¥430

◆ コーヒー( ICE・HOT )

◆ 紅茶 ( ICE・HOT )

◆ エスプレッソ

◆ エスプレッソＷ

◆ アラン ミリア 白ブドウジュース

◆ アラン ミリア 赤ブドウジュース ¥777

Drink Menu 【ドリンクメニュー】

◆ 俺のノン・アル スパーク リンゴ

◆ 俺のノン・アル スパーク ブドウ

¥450

◆  ブラッドオレンジジュース
◆  マンゴージュース
◆ 黒ウーロン茶

¥430

◆ ジンジャーエール
◆ コーラ
◆ オレンジジュース

◆ジン・ウォッカ・ラム各種カクテル承ります
¥580

イチオシ！！俺の
レモンスカッシ

ュ俺の
レモンスカッシ

ュ

¥680

ソーダ／オレンジ／ウーロン

〈オレンジスパークリング〉¥777◆ 俺のミモザ

◆ 俺のサングリア 赤

◆ 俺のサングリア 白

◆ 俺のモヒート

◆キティ

◆ オペレーター

◆ カシス

¥580

¥580

¥580

¥580

　¥580

¥580

¥777◆ 俺のベリーニ 〈ピーチスパークリング〉

イチオシ！！梅田梅田
オリジナル カクテル春
季節のフレッシュフルーツを使った
　自家製漬け込みカクテル！

¥500◆  ペリエ ( 330ml )

Whiskey

¥580 ¥680シングル/

ジョニーウォーカー
ブラックラベル 12年 

ダブル/

ユニークなスモーキーさを残しつつ、
甘みを際立たせたウイスキー。 

世界No.1スコッチウィスキー世界No.1スコッチウィスキー
The Premium Malt’s (Draft Beer)

All-Free(Non-alcoholic Beer)

Beer & Ginger-ale cocktail

White Grape Juice

Red Grape JuicePeach Sparkling Wine

Orange Sparkling Wine

Sangria (Red)

SAngria (White)

Mojito

Kitty

Operator

Cassis

With Soda/With Orange/With Woolong Tea

¥680

Apple Sparkling Juice

Grape Sparkling  Juice

Perrier

                              Blood Orange Ｊuice

         Mango Juice

Black Woolong Tea

Ginger Ale

Cola

Orange Juice

Coffee

Tea

Espresso

Espresso double

Lemon Squash

Gin / Volka / Rum

Kaku

Johnny Walker

on the rocks / with soda / with ginger ale / with coke

Fruits Whisky Soda



ヴァルコンブプレステージ

フランス／辛口
◆ グルナッシュブランカジオーロ

イタリア／フルボディ
/フルボディ

◆モンテプルチアーノ

￥3,980ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥880
Montepulciano

◆ 月替わりの赤

 俺の赤！◆ !なみ
なみ

Sparkling【スパークリングワイン】
Glass Wine グラスワイン

スペイン／甘口
◆ 私の泡

俺の新定番！爽やか甘口なみなみ！

￥1,980ボトル/Bottle￥2,500ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥680

ミ モスカテル

ランブルスコ　アマービレ

イタリア／甘口
◆ ランブルスコ

俺の新定番！赤の甘口なみなみ！

￥1,980ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥680

◆俺のシャンパーニュ 上級
俺のシャンパンに+200円で
極上の味をなみなみで！内容はスタッフまで！

グラス/Glass ￥777

フランス／辛口

◆◆◆  次ページにボトルワインリストもあります  ◆◆◆

 俺の泡 白 or ロゼ◆ 

俺のが誇る圧倒的なみなみ！

Red【赤ワイン】 White【白ワイン】

シャンパングラスに注ぐ俺の定番！
￥1,980ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥680

 俺の白！◆ !なみ
なみ

シャンパングラスに注ぐ俺の定番！
￥1,980ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥680

サンタルーズ

チリ／辛口
◆ シャルドネ

華やかで飲みやすいコスパ白！

￥1,980ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥480

サンタルーズ

チリ／ミディアム
◆ カベルネソーヴィニヨン

程よいバランスで飲みやすいコスパ赤！

￥1,980ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥480

アロマエスパニョール

スペイン／辛口
◆ ソーヴィニヨンブラン

すっきり優しい酸味と溢れる果実味！
￥2,500ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥580

アロマエスパニョール

スペイン／ミディアム
◆ テンプラニージョ

肉厚で柔らかなジューシー赤！
￥2,500ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥580

◆ 月替わりの白

俺のが選ぶ月替わりのワイン！

￥3,500ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥780俺のが選ぶ月替わりのワイン！

￥3,500ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥780

◆ 俺の赤  上級

￥1,280グラス/Glass

グラス/Glass ￥999原価度外視で飲んで欲しいおすすめ！
常時3種類ご用意してます。
内容はスタッフまで！

◆ 俺の白  上級
￥999グラス/Glass原価度外視で飲んで欲しいおすすめ！

常時2種類ご用意してます。
内容はスタッフまで！

◆食後酒/ブランデー 各種

食後のデザートやチーズに合わせた食後酒！
内容はスタッフまで！

グラス/Glass￥780～

◆ 食後酒/デザートワイン 各種

食後のデザートやチーズに合わせた食後酒！
内容はスタッフまで！

グラス/Glass￥680～

しっかり濃厚コクあり白！

￥3,980ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥880

フランス／シャンパーニュ／辛口
◆俺のシャンパーニュ
俺のが誇る1ランク上のなみなみ！

￥5,980ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥1,280

￥ASKグラス/Glass

￥ASKグラス/Glass

Red wine Advanced

Champagne Advanced

House Wine

White wine Advanced

House Wine

Sparkling Wine (white or Rosé) Sparkling Wine (Sweet)

Champagne Red　Sparkling Wine (Sweet)

Cabernet Sauvignon Chardonnay

Tempranillo Sauvignon Blanc

Grenche Blanc

Monthry Red Monthry White

After dinner/Dessert wine After dinner/Brandy

￥7,980ボトル/Bottle

グラス/Glass ￥1,480

とにかく渋い濃厚フルボディ！



Sparkling スパークリングワイン

White 白ワイン

￥2,500
フランス／シャルドネ／辛口

俺の泡 白
ベルトゥーレ ブリュット

01

俺の定番コスパ泡！
最初の１杯にすっきり飲みやすい辛口タイプ

￥5,980
フランス／シャンパーニュ

俺のシャンパン07

俺の厳選シャンパン。
贅沢なワンランク上の１杯目に！

￥2,500
オーストラリア／ピノノワール／辛口

俺の泡 ロゼ
レディ ジュリアナ

02

俺の定番コスパ泡！
最初の１杯にすっきり飲みやすい辛口タイプ。

￥2,980
フランス／ロワール／シュナンブラン／辛口

シャトー ド ロレ
クレマン ド ロワール

04

バランスの取れたフレッシュな酸味と骨格、複雑味が反映されたフ
ランス産のドライスパークリング！

￥7,980
フランス／シャンパーニュ

俺のシャンパン 上級08

俺のフレンチ梅田店がお届けする極上シャンパン！
採算度外視！最高に特別なワンランク上の1杯を！

￥1,980俺の白01

俺のソムリエ50人が選んだワイン！

￥1,980
チリ／ソーヴィニヨンブラン／辛口

ビカール
オーチョ ソーヴィニヨンブラン

02

チリ特有のトロピカルフルーツの香りが感じられるバランスの整ったス
タンダードな辛口！

￥2,980
フランス／ラングドック／シャルドネ／辛口

レア ヴィンヤーズ 
シャルドネ

04

生き生きとした完熟果実の味わい。華やかさと樽香のバランスが整った
旨みのシャルドネ！

￥2,980
オーストラリア／フリースリング／辛口

アンゴーヴ
ロングロウ リースリング

05

柑橘や青リンゴのフレッシュな香りと、ブドウ本来が持つ味わいをスト
レートに感じられる1本！

￥2,980
イタリア／シチリア／ピノグリージョ／辛口

コルパッソ
ピノグリージョ

06

南イタリア特有の華やかなアロマとジューシーな果実味。しっかりとし
た厚みのある素晴らしい白！

￥1,980
スペイン／マスカットオブアレキサンドリア／甘口

私の泡　
ミ モスカテル

03

俺の新定番！すっきり微発砲のさわやかな甘口！

￥3,980
ニュージーランド／ピノノワール主体／辛口

ノーティラス キュヴェ
マルボロ ブリュット NV

05

クリーミーな口当たりとエレガンスでしっかりした骨格、36カ月の長期
瓶内熟成による深みと長い余韻のバランスがベスト。

￥ＡＳＫ
本日の俺の裏ワイン12

上質なワインをよりお得に！
採算度外視の裏ワインリストからご提案！

￥3,980
アメリカ／カリフォルニア／シャルドネ／辛口

ドレイヤー ヴィンヤード 
ソノマ シャルドネ

09

熟したリンゴの優しい味わいとしっかりとしたミネラルのバランス。ソノ
マの冷涼なテロワールが反映された今のトレンドを行くシャルドネ！

￥3,980
イタリア／マルケ／ヴェルデッキオ／辛口

プロヴィーマ 
マテルガ リゼルヴァ

07

イタリアらしい柑橘系果実の熟した香りがパッと咲き、その後から綺麗
で濁りの無いミネラルと酸味が続く白！

￥5,980
フランス／アルザス／リースリング主体／中辛口

マルセル ダイス
エンゲルガルデン プルミエクリュ

10

アルザスの鬼才、ダイスの看板ワイン。様々なニュアンスが何層にも重
なり、ひと口では味わいきれない奥深い複雑味。

￥6,980
フランス／ブルゴーニュ／シャルドネ／辛口

ドメーヌ ベルテルモ
ピュリニー モンラッシェ レヴロン

11

香ばしい香り、溢れるミネラル感、フレッシュな酸。ピュリニーモンラッ
シェの特徴がよく反映された、リッチでエレガントな白！

￥3,980
フランス／ボルドー／ソーヴィニヨンブラン主体／辛口

シャトー レイノン ブラン08

グレープフルーツや白桃のフレッシュなフルーツのアロマに、はつらつとした
ミネラルが感じられる、エネルギッシュでエレガントなボルドースタイル！

￥1,980
イタリア／トレッビアーノ主体／辛口 

サルシターノ 
ヴィーノ ビアンコ

03

華やかな香りと果実味に優しい酸味。
イタリアらしいすっきりタイプ！

06 ￥4,980
イタリア／ロンバルディア／シャルドネ主体／辛口

カ デル ボスコ フランチャコルタ
キュヴェ プレステージ

イタリアトップブランドのスパークリング！シャンパンと同じ製法で造ら
れ、心地よい酸味とフレッシュさが最高の仕上がり！



Red 赤ワイン

￥1,980
俺の赤01

俺のソムリエ50人が選んだワイン！

￥1,980
イタリア／ランブルスコ主体／ミディアム

サルシータ 
ヴィーノ ロッソ

02

イタリアの濃厚品種3種をブレンドした、完熟果実の凝縮した果実味の
バランスが良く、リッチな味わいの安ウマな1本！

07
￥3,980

フランス／ブルゴーニュ／ピノノワール／ライト

ピエール アンドレ
ブルゴーニュ ピノノワール

赤い果実の香りと肉付きの良いしなやかでフルーティなワイン。ブル
ゴーニュのテロワールを表現しつつチャーミングで今飲み頃のワイン。

￥9,980
アメリカ／カリフォルニア／カベルネ ソーヴィニヨン主体／フルボディ

ダックホーン
カベルネ ソーヴィニヨン

15

ナパを代表するダックホーン。しなやかなタンニンとしっかりとした骨格
に支えられ、ベリーやハーブの風味が華やかさを演出。　

本日の俺の裏ワイン16

上質なワインをよりお得に！
採算度外視の裏ワインリストからご提案！

￥ＡＳＫ

￥4,980
南アフリカ／サンソー／ミディアム

ラール ワインズ
サンソー

11

優しい果実味が綺麗な酸を伴ってピノノワールのような美しい香りが
あり、力強くも柔らかく繊細な印象のチャーミングなワイン！

￥4,980
フランス／ボルドー／メルロ主体／フルボディ

シャトー ラ モーリアンヌ12

プラムやスミレの豊潤な香りから時間と共に黒胡椒やコーヒーの香り
へ。まろやかな口当たり、綺麗さ、凝縮感、どれをとってもパーフェクト！

￥4,980
イタリア／ヴェネト／コルヴィーナ主体／ライトボディ

ウゴリーニ
ヴァルポリチェッラ クラシコ

10

フレッシュなベリーの豊かなアロマが感じられ、複雑なバランスがとれ
た、瑞 し々く豊かな質感でエレガントなワイン！

￥6,980
フランス／ブルゴーニュ／ピノノワール／ミディアム

マルシャン グリオ
ジュヴレ シャンベルタン 1erクリュ

13

凝縮した赤い果実、優しい酸の香りが立ち上り、スパイシーさも漂う。
古き良き造りをそのまま体現した、ジュヴレらしい濃密な果実味。

￥2,980
スペイン／テンプラニージョ／フルボディ

マルケス デ ラ ビジャ ロブレ06

スペイン特有の濃厚な果実味としっかりとした渋みとのバランスが取
れた、気軽に楽しめる濃縮フルボディ！ 

￥8,980
フランス／ボルドー／カベルネソーヴィニヨン主体／フルボディ

シャトー ダルマイヤック14

メドック格付け5級の非常に柔らかくエレガントなワイン。ヴィンテージ
に左右されず、ポイヤックの正統派スタイルを尊重した味わい。

03
￥1,980

スペイン／メルロ／ミディアム

ヴィニュロン ド ラングラーヴ
クール デ メディティラネ

しっかりとした果実味とタンニンのバランスが良い、柔らかく丸みのあ
る味わい！

￥2,980
オーストラリア／ピノノワール／ライト

ディーキン エステート
ピノノワール

木苺の香りが芳醇で柔らかく、豊かな味わいが口に広がり、バランスよ
く柔らかいタンニン魅力的！

04

￥3,980
イタリア／ピエモンテ／ネッビオーロ／ミディアム

カッシーナ バラリン
ランゲ ネッビオーロ

08

華やかな赤いベリーの香りにイタリアらしいスパイシーなニュアンス。
エレガントなタンニンを含みモダンで魅力的なワイン！

￥3,980
フランス／ボルドー／カベルネソーヴィニヨン主体／フルボディ

シャトー ラネッサン09

果実たっぷりの香りに甘草、ヴァニラのニュアンス。濃い果実味にタン
ニンが滑らかで品のある王道のボルドースタイル！

￥2,980
フランス／ラングドック／カベルネソーヴィニヨン／ミディアム

ユーロヴァン
ジュールドーミエ カベルネ

05

南仏らしい熟した果実味とまろやかなタンニンのバランスが整った、
親しみやすいカベルネ！


