
Glass  Wine グラスワイン

Sparklinng 【スパークリング】

◆俺の泡 白 or ロゼ
Sparkling Wine(White or Roze)  フランス/辛口

俺のが誇る圧倒的なみなみ！ グラス/glass ¥777(￥855税込)

ボトル/Bottle ¥2,500(￥2750税込)

◆私の泡
Sparkling Wine(Sweet) スペイン/甘口

爽やかな甘口なみなみ！ グラス/glass ¥680(￥748税込)

ボトル/Bottle ¥1,980(￥2178税込)

◆俺のシャンパーニュ
Champagne フランス/シャンパーニュ辛口

俺のが誇る
ワンランク上のなみなみ！

グラス/glass ¥1,280(￥1408税込)

ボトル/Bottle ¥5,980(￥6578税込)

◆ランブルスコ
Red Sparkling Wine(Sweet)                  イタリア/甘口

飲みやすい
赤の甘口なみなみ！

グラス/glass ¥680(￥748税込)

ボトル/Bottle ¥1,980(￥2178税込)

Red Wine 【赤ワイン】 White Wine 【白ワイン】

◆俺の赤
Cabernet-Merlot             フランス/ミディアムフル

俺の定番のなみなみ！ グラス/glass ¥680(￥748税込)

ボトル/Bottle ¥1,980(￥2178税込)

◆俺の白
Chardonney フランス/辛口

俺の定番のなみなみ！ グラス/glass ¥680(￥748税込)

ボトル/Bottle ¥1,980(￥2178税込)

◆カベルネソービニヨン
Cabernet Sauvignon  チリ/ミディアム

グラス/glass ¥480(￥528税込)程よいバランスで
飲みやすい赤！

ボトル/Bottle ¥1,980(￥2178税込)

◆シャルドネ
Chardonnay チリ/辛口

華やかで
飲みやすい白！

グラス/glass ¥480(￥528税込)

ボトル/Bottle ¥1,980(￥2178税込)

◆グルナッシュ
Grenche フランス/ライトボディ

果実と花の香りが豊かで
透き通る華やかな色

グラス/glass ¥580(￥638税込)

ボトル/Bottle ¥2,500(￥2750税込)

◆グリッロ
Grillo イタリア/辛口

柑橘系フルーツの
華やかな香りと苦み

グラス/glass ¥580(￥638税込)

ボトル/Bottle ¥2,500(￥2750税込)

◆シラー
Syrah フランス/フルボディ

スミレのアロマが感じられる
深みのあるフルボディ

ボトル/Bottle ¥3,980(￥4378税込)

グラス/glass ¥880(￥968税込)

◆リースリング
Riesling フランス/辛口

エレガントな香りと
ドライな飲み口

グラス/glass ¥880(￥968税込)

ボトル/Bottle ¥3,980(￥4378税込)

◆俺の赤 上級
Red Wine Advanced    

原価度外視で
飲んでほしいオススメ！
内容はスタッフまで。

グラス/glass ¥999(￥1099税込)

グラス/glass ¥1,280(￥1408税込)

グラス/glass ¥ASK

◆俺の白 上級
White Wine Advanced

原価度外視で
飲んでほしいオススメ！
内容はスタッフまで。

グラス/glass ¥999(￥1099税込)

グラス/glass ¥1,280(￥1408税込)

◆デザートワイン/ブランデー
Dessert wine/Brandy  

食後のデザートやチーズに！
内容はスタッフまで。

グラス/glass ¥680(￥748税込)～



◆俺のレモンスカッシュ
Oreno-Lemon Squash

Drink Menu ドリンクメニュー

Beer 【ビール】
◆ザ・プレミアムモルツ ￥580(¥638税込)

The Premium Malt's

◆俺のエール(瓶ビール 330ml) ￥880(￥968税込)
ORENO ALE ∼Original Craft beer∼

◆シャンディガフ ￥580(￥638税込)
Beer & Ginger-ale cocktail

◆オールフリー ￥480(￥528税込)
All-Free(Non-alcoholic Beer)

Whiskey 【ウイスキー】

¥480(￥528税込)

¥580(￥638税込)

シングル/ single◆サントリー 角 Kaku

ジャパニーズウィスキー

ジョニーウォカーブラックラベル12年
Johnny Walker

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。

ダブル/ ¥680[748税込]

シングル/ ¥580[¥638税込]

ダブル/double

ロック／ハイボール／ジンジャー／コーラ
on the rocks / with soda / with ginger ale / with coke

Cocktail 【カクテル】
◆俺のサングリア(赤・白)

Oreno-Sangria(Red orWhite)
￥580(￥638税込)

◆俺のベリーニ ￥777(￥855税込)
(ピーチスパークリング)
Peach Sparkling Wine

◆俺のミモザ ￥777(￥855税込)
(オレンジスパークリング) 
Orange Sparkling Wine

◆俺のモヒート ￥580(￥638税込)
(ラム＆ミント)
mojito

◆俺のティーカクテル ￥480(￥528税込)
(ジン＆紅茶)
Tea Cocktail

◆キティ ￥580(￥638税込)
(赤ワイン＆ジンジャエール)
Kitty

◆カリモーチョ ￥580(￥638税込)
(赤ワイン＆コーラ)
Kalimotxo

◆オペレーター ￥580(￥638税込)
(白ワイン＆ジンジャエール)
Operator

◆カシス ￥580(￥638税込)
(ソーダ/オレンジ/ウーロン)
Cassis With Soda/With Orange/With Woolong

◆ジン・ウォッカ・ラム各種カクテル承ります。
Gin/Volka/Rum

￥580(￥638税込)

Softdrink 【ソフトドリンク】
￥430(￥473税込)

◆俺のすだちスカッシュ
Oreno-Sudachi Squash

￥530(￥583税込)

◆アランミリア 赤ブドウジュース ￥777(￥855税込)
Red Grape Juice

◆アランミリア 白ブドウジュース ￥777(￥855税込)
White Grape Juice

◆ノンアルコールスパークリング ぶどう ￥680(￥748税込)
Non-Alcoholic Sparkling Grape

◆ペリエ(330ml) ￥500(￥550税込)
perrier

◆ブラッドオレンジジュース ￥450(￥495税込)
Blood Orange Juice

◆マンゴージュース ￥450(￥495税込)
Mango Juice

◆黒烏龍茶 ￥450(￥495税込)
Black Woolong Tea

◆ジンジャエール ￥430(￥473税込)
Ginger Ale

◆コーラ ￥430(￥473税込)
Cola

◆オレンジジュース ￥430(￥473税込)
Orange Juice

◆コーヒー(Ice or Hot) ￥430(￥473税込)
Coffee

◆紅茶(Ice or Hot) ￥430(￥473税込)
Tea

◆エスプレッソ ￥430(￥473税込)
Espresso 

◆エスプレッソｗ ￥530(￥583税込)
Espresso Double

Coffee&Tea【珈琲＆紅茶】

◆ノンアルコールスパークリング りんご ￥680(￥748税込)
Non-Alcoholic Sparkling Grape



09 ガコン モワンジョン ブルゴーニュブラン

02 ビカール オーチョソーヴィニヨンブラン

06 カデルボスコフランチャコルタ キュヴェ

プレステージ

05 カステリ チェックメイト

06 コルパッソ ピノグリージョ

05 フナロ ガットビアンコ

03 オルテンセ ビアンコ

White 白ワイン

オーストラリア／シャルドネ、ピノ・ノワール／辛口

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

フランス／シャンパーニュ／辛口

俺の厳選シャンパン。

贅沢なワンランク上の１杯目に！

オーストラリア／シャルドネ､ピノ・ノワール､シラー／辛口

俺の定番コスパ泡！

コクを持たせた綺麗なロゼ！飲みやすい辛口タイプ

フランス／ロワール／シュナンブラン／辛口

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！

フランス／シャンパーニュ／辛口

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！

「俺の」ソムリエ50人が選んだ、

「俺の」でしか飲めないオリジナルラベルワイン！

チリ／ソーヴィニヨンブラン／辛口

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！

フランス／ラングドック／シャルドネ／辛口

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！

イタリア／シチリア／シャルドネ、インツォーリア主体／辛口

イタリア／シチリア／ピノグリージョ／辛口

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！

スペイン／マスカットオブアレキサンドリア／甘口

03 私の泡 ミ モスカテル

俺の新定番！すっきり微発砲のさわやかな甘口！

西オーストラリア／シャルドネ、ピノ・ノワール／辛口

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！

フランス／ブルゴーニュ／シャルドネ／辛口

イタリア／マルケ／ヴェルデッキオ／辛口

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！

フランス／アルザス／リースリング主体／中辛口

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。

フランス／ブルゴーニュ／シャルドネ／辛口

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！

フランス／ボルドー／ソーヴィ二ヨンブラン主体／辛口

イタリア／トレッビアーノ／辛口

イタリア／ロンバルディア／シャルドネ主体／辛口

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！

01 俺の白 フルール ド シャルロット

04 レア ヴィンヤーズ シャルドネ

04 シャトー ド ロレ クレマン ド ロワール

01 俺の泡 白 デ・ボルドリ ロリマーブリュット

02 俺の泡ロゼ デ・ボルドリ ロリマー ロゼ

07 俺のシャンパン

08 俺のシャンパン 上級

07 プロヴィーマ マテルガ リゼルヴァ

08 ピエール リュルトン ボルドー ブラン

10 マルセル ダイス エンゲルガルデン

プルミエクリュ

11 ドメーヌ ベルテルモ ピュリニーモンラッシェ

レヴロン

12 本日の俺の裏ワイン

Sparkling スパークリングワイン

¥ASK

シチリア産！黄色いフルーツや柑橘系フルーツのフレッシュな香り。

豊かな風味と酸味のバランスがとれた爽やかな白ワイン。

ミント、バジルなど清涼感のある香り。程よい酸味のゴクゴク飲める白

ワインです！

「シャトー ディケム」「シャトー シュバル ブラン」を手掛けたボルドー

ワインの重鎮ピエール リュルトンが手掛けるお手頃ボルドーブラン！

アロマティックでありながらふくよかでリッチな飲み心地！

近年流行の「綺麗さ」や「透明感」に逆行した「どっしり重量感」に満ちた

伝統的なつくりのブルゴーニュブランです！

フランス／シャルドネ／辛口

シャンパーニュ方式で造られるオーストラリア、ペンバートンのスパーク

リングワイン！瓶内二次発酵後、18ヶ月の熟成を経てリリースされます

スタッフにお問い合わせください

¥2,500(¥2,750税込)

¥2,500(￥2,750税込)

¥1,980(￥2,178税込)

¥2,980(￥3,278税込)

¥3,980(¥4,378税込)

¥4,980(¥5,478税込)

¥5,980(¥6,578税込)

¥7,980(¥8,778税込)

¥1,980(￥2,178税込)

¥1,980(￥2,178税込)

¥1,980(￥2,178税込)

¥2,980(￥3,278税込)

¥2,980(￥3,278税込)

¥2,980(￥3,278税込)

¥3,980(¥4,378税込)

¥3,980(¥4,378税込)

¥3,980(¥4,378税込)

¥5,980(¥6,578税込)

¥6,980(¥7,678税込)



イタリア／ヴェネト／コルヴィーナ主体／ライトボディ

赤い果実の香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、瑞々しく豊かな質感でエレガントなワイン

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

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。

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！

南アフリカ／サンソー／ミディアムボディ

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！

フランス／タナ主体／フルボディ

ハリウッドスター「トム クルーズ」愛飲のドメーヌ アラン ブルュモン！

マディランの「タナ」を使った濃厚フルボディ！

フランス／ピノノワール／ライトボディ

フランスで多数の星付きレストランでの取り扱い実績のあるドメーヌ

ジャン ｷﾞﾄﾝ。1er Cruをこの価格で！

フランス／ラングドック／カベルネソーヴィニヨン／フルボディ 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

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。

フランス／ガメイ／ライトボディ

ボージョレ地区で造られる。カシスやストロベリーの香りにほのかな甘

み。フレッシュな喉ごしを楽しめるワインです。

イタリア／サンジョベーゼ グロッソ／ミディアム

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

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！

イタリア／シラー、ネロダーヴォラ／ミディアムボディ

地中海最大の島「シチリア産」

赤いベリーとリコリス（甘草）の香りが入り混じるジューシーな果実味

肉料理（赤身）やチーズと共に！

01 俺の赤 グランボー カベルネ・メルロー

04 トレネル フィス ボージョレ ヴィラージュ

05 フナロ ガット ネロ

06 ユーロヴァン ジュールドーミエ カベルネ

07 ウゴリーニ ヴァルポリチェッラクラシコ

08 メリーニ ラ セルヴァネッラ キャンティ

クラシコ リセルヴァ

09 シャトー ラネッサン

10 ドメーヌ ジャン ｷﾞﾄﾝ サヴィニ

レボーヌ 1er cru レ オー ジャロン

11 ラール ワインズ サンソー

12 アラン ブリュモン シャトー モンテュス

14 シャトー ダルマイヤック

15 ダックホーン カベルネ ソーヴィニヨン

16 本日の俺の裏ワイン

Red 赤ワイン

イタリア／モンテプルチアーノ、サンジョベーゼ／ミディアムボディ

カシス、ブルーベリーなどの瑞々しいブドウの甘味と軽やかなタンニン。

味はしっかりですが渋みは少なく飲みやすい赤ワインです

03 オルテンセ ロッソ

02 ヴィニュロンドラングラーヴ クール デ

メディティラネ

フランス／メルロ／ライトボディ

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！

スッキリしたゴクゴク飲める赤ワインです！

¥1,980(￥2,178税込)

¥2,980(￥3,278税込)

¥4,980(￥5,478税込)

¥ASK

¥9,980(￥10,978税込)

¥8,980(￥9,878税込)

¥3,980(￥4,378税込)

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！美味しいです！

フランス／カベルネソーヴィニヨン、メルロ／ミディアムフルボディ

「俺の」ソムリエ50人が選んだ、

「俺の」でしか飲めないオリジナルラベルワイン！

キャンティクラシコ地区の老舗ワイナリー「メリーニ社」単一畑。

「サンジョベーゼ グロッソ」を使用した高品質ワイン！

ボディはミディアムながら凝縮感たっぷりのドライな赤ワイン！

スタッフにお問い合わせください

¥1,980(￥2,178税込)

¥1,980(￥2,178税込)

¥2,980(￥3,278税込)

¥2,980(￥3,278税込)

¥3,980(￥4,378税込)

¥3,980(￥4,378税込)

¥4,980(￥5,478税込)

¥4,980(￥5,478税込)

13 ドメーヌ マシャールドグラモン
ジュブレ シャンベルタン
プレソニエール

フランス／ブルゴーニュ／ピノノワール／ミディアムボディ
力強く凝縮した果実味のアロマにスミレの華やかさ、フィネスがありパワフル

な味わいですが、香り同様バランスの取れた上品さも兼ね備えています。

¥6,980(￥7,678税込)


