
Champagne / 香槟

シャンパン 1,480
（税込1,628）

Sparkling (White/Rose/ Sweet) /
　　　　 (白酒/玫瑰葡萄酒/甜的葡萄酒)

泡(白･ロゼ･甘口 ) 780
（税込858）

Non-alcoholic Sparkling / 不含酒精葡萄起泡饮料

ぶどうスパークリング 480
（税込528）（ノンアルコール）

Makgeolli / 马格利

なみなみマッコリ 580
（税込638）

Redommended Japanese Sake  / 清酒

なみなみ日本酒 580
（税込638）

グループお馴染みのなみなみドリンク

ビール
Beer / 啤酒

Medium Draft Beer / 生啤酒 中

生ビール 中ジョッキ 580
（税込638）

Large Draft Beer / 生啤酒 大

生ビール 大ジョッキ 830
（税込913）

Beer with Ginger Ale / 啤酒&生姜气水

シャンディーガフ 580
（税込638）

Whiskey with Soda / 威士忌&苏打威士忌&苏打

ハイボール 580
（税込638）

Whiskey with Ginger Ale / 威士忌&生姜气水

ジンジャーハイボール 580
（税込638）

Whiskey with Coca Cola / 威士忌&可乐
コークハイボール 580

（税込638）

Whiskey「Hakushu」 with Soda / 「白州」威士忌&苏打
白州ハイボール 780

（税込858）

Whiskey 「Yamazaki」 with Soda  / 「山崎」威士忌&苏打

山崎ハイボール 780
（税込858）

＋200(税込220円)でメガサイズに変更できます

ハイボール
Whiskey with Soda / 威士忌 &苏打
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Lemon sour/ 柠檬沙瓦

こだわり酒場のレモンサワー 580
（税込638）

Shochu with Calpis Soda / 可爾必思沙瓦

カルピスサワー 580
（税込638）

Green apple sour / 青苹果沙瓦
青りんごサワー 580

（税込638）

Citron sour / 柚子沙瓦
柚子サワー 580

（税込638）

Pomegranate sour / 石榴沙瓦

ざくろサワー 580
（税込638）

＋200(税込220円)でメガサイズに変更できます

サワー
Sour / 沙瓦

Shochu with Oolong Tea / 乌龙茶兑酒

黒ウーロンハイ 580
（税込638）

Shochu with Green Tea / 绿茶兑酒

玉露入り緑茶ハイ 580
（税込638）

Shochu with roasted Green Tea / 烤绿茶兑酒
加賀棒ほうじ茶ハイ 580

（税込638）

Shochu with Corn Tea  / 玉米兑酒
北海道コーン茶ハイ 580

（税込638）

「ORENO」Original Red wine・White wine / 俺的特制红葡萄酒・白葡萄酒

赤ワイン・白ワイン 580
（税込638）

Value for money wine(Red/White) / 实惠葡萄酒(红/白)

コスパのワイン （赤 /白） 480
（税込528）

Large amount Wine (Red/White) / 满杯葡萄酒(红/白)
なみなみワイン （赤 /白） 980

（税込1,078）

ワイン
Wine / 葡萄酒

Red wine with Ginger Ale / 红葡萄酒&生姜气水
キティ （赤ワイン×ジンジャーエール） 580

（税込638）

ワインベースカクテル

White wine with Ginger Ale / 白葡萄酒&生姜气水

オペレーター （白ワイン×ジンジャーエール） 580
（税込638）

※ボトルワインのご用意もしております。ワインリストは最終ページをご覧ください。
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Gin / 杜松子酒

クラフトジン 580
（税込638）

Gin with Ginger Ale / 杜松子酒&生姜气水

クラフトジン×ジンジャー 580
（税込638）

Gin with Citron / 杜松子酒＆柚子
クラフトジン×柚子 580

（税込638）

クラフトジン
Gin / 杜松子酒

果実酒
Fruit wine / 果酒

Plum Wine / 梅酒

梅酒 580
（税込638）

※ロック･水割り･ソーダ割り･お湯割りからお選びください

Plum Wine with Orange juice / 梅酒＆橘子

梅酒×オレンジ 580
（税込638）

Plum Wine with  Grapefruit juice / 梅酒＆西柚
梅酒×グレープフルーツ 580

（税込638）

Plum Wine with roasted Green Tea / 梅酒＆烤绿茶
梅酒×ほうじ茶 580

（税込638）

Plum Wine with Rose wine / 梅酒＆玫瑰葡萄酒

梅酒×ロゼ 580
（税込638）

梅酒カクテル Plum Wine cocktail / 使用梅酒的鸡尾酒

Shochu made from potato / 红薯烧酒

芋焼酎 黒霧島 （宮崎） 580
（税込638）

Shochu made from barley / 小麦烧酒　

麦焼酎 和ら麦 （福岡） 580
（税込638）

Shochu made from Japanese basil / 紫蘇烧酒
しそ焼酎 鍛高譚 （北海道） 580

（税込638）

焼酎
Shochu / 烧酒

Korean soju / 韩国烧酒

チャミスルfresh 880
（税込968）

韓国焼酎 ミニボトル360ml 

※ロック･水割り･ソーダ割り･お湯割りからお選びください

（マスカット･グレープフルーツ･すもも･ストロベリー）
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Non-Alcoholic Beer「Sapporo」 / 无酒精啤酒「札幌啤酒」

サッポロ プレミアムアルコールフリー 480
（税込528）

Non-Alcoholic Beer「Kirin」/ 无酒精啤酒「麒麟啤酒」

キリン 零ICHI 480
（税込528）

Non-Alcoholic Beer「Asahi」 / 无酒精啤酒「朝日啤酒」
アサヒ ドライゼロ 480

（税込528）

ノンアルコールビール
Non-Alcoholic Beer / 无酒精啤酒

Non-Alcoholic Lemon sour / 无酒精柠檬沙瓦

ノンアルレモンサワー 480
（税込528）

Non-Alcoholic Grapefruit  sour / 无酒精西柚沙瓦

ノンアルグレープフルーツサワー 480
（税込528）

ノンアルコールサワー
Non-Alcoholic sour / 无酒精沙瓦

Green tea with Citron / 绿茶＆柚子 

柚子グリーンティー（柚子×緑茶） 480
（税込528）

Pomegranate with Ginger Ale  / 石榴&生姜气水

シャーリーテンプル （ざくろ×ジンジャーエール） 480
（税込528）

Green apple with Calpis / 青苹果＆可爾必思 
エメラルドアップル（青りんご×カルピス） 480

（税込528）

ノンアルコールカクテル
Non-alcoholic cocktails / 无酒精鸡尾酒

ソフトドリンク
Soft Drinks / 汽水

Oolong Tea / 乌龙茶 

黒ウーロン茶

Green Tea / 绿茶 

玉露入り緑茶

roasted Green Tea / 烤绿茶
加賀棒ほうじ茶

Corn Tea / 玉米茶

北海道コーン茶

Coca Cola  / 可乐
コカ・コーラ

Ginger Ale  / 生姜气水

ジンジャーエール

Orange juice  / 橙汁 
オレンジジュース

Grapefruit juice  / 西柚汁

グレープフルーツジュース

Calpis / 可爾必思

カルピスウォーター

Calpis Soda / 可爾必思苏打
カルピスソーダ

Large Carbonated water / 碳酸水 大

メガ炭酸水

Hot Citron tea / 热柚子茶
ホット柚子茶

Iced coffee  / 冰咖啡

アイスコーヒー

各480
（税込528）
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デ・ボルトリ ロリマーブリュット 白
原産国：オーストラリア／品種：シャルドネ・ピノノワール

2,800
（税込3,080）

フレッシュシトラスのフローラルなアロマにミネラルやトーストのニュアンスを感じる食事前を
素敵に演出する『俺の』がおススメするスパークリングです。

01 De Bortoli Lorimer Brut - White

辛口
Ｄｒｙ

デ・ボルトリ ロリマーブリュット ロゼ
原産国：オーストラリア／品種：シャルドネ・ピノノワール・シラーズ

2,800
（税込3,080）

ストロベリーの様な甘い香りをかぐと、柔らかく心地よい華やかな気持ちにしてくれるロゼス
パークリングです。

02 De Bortoli Lorimer Brut - Rose

辛口
Ｄｒｙ

ミ・モスカテル
原産国：スペイン／品種：マスカット・オブ・アレキサンドリア

2,800
（税込3,080）

もぎたてのフレッシュな果実とほのかに花を思わせる、清涼で上品な香りが広がります。新鮮な
白ぶどうの優美な甘みといきいきとした酸のハーモニーをお楽しみください。

03 Mi Moscatel

甘口
Sweet

ザビエ・ルイ・ヴィトン トラディション ブリュット
原産国：フランス／品種：シャルドネ・ピノノワール

6,800
（税込7,480）

ルイ・ヴィトンのプライベートシャンパンであるトラディションブリュット。良質な葡萄から生まれ
るリンゴ酸のフレッシュで上品な味わいは焼肉と合わせても最高に楽しめます。

04 XAVIER - LOUIS VUITTON Brut Tradition

辛口
Ｄｒｙ

シャンパン・スパークリングワインChampagne & Sparkling wine

白ワインWhite wine

フルール・ド・シャルロット シャルドネ
原産国：フランス／品種：シャルドネ

2,800
（税込3,080）

オレンジの花、洋ナシ、白桃の香りがし、クリーンな酸味とほのかなバニラをまとう白ワイン。俺の
シリーズのソムリエ達30人が選んだ1本です。

06 Fleur de Charlotte Chardonnay

辛口
Ｄｒｙ

ヴァイントレイル シャルドネ
原産国：チリ／品種：シャルドネ

2,300
（税込2,530）

トロピカルフルーツのような華やかな香り。果実味をしっかり感じながらもあと味はすっきりとし
たキレが特徴的なぐいぐい飲める白ワイン。

05 Vine Trail Classic Chardonnay

やや辛口
Ｄｒｙ

赤ワインRed wine

ヴァイントレイル カベルネソーヴィニヨン
原産国：チリ／品種：シカベルネソーヴィニヨン・ティントレラ・カベルネフラン

2,300
（税込2,530）

チェリーやカシスのような色合い。熟した果実味が特徴の赤ワイン。

07 Vine Trail Classic Cabernet Sauvignon

やや重め
Medium-body

グランボー レゼルヴ カベルネ・メルロー
原産国：フランス／品種：カベルネソーヴィニヨン・メルロー

2,800
（税込3,080）

深みのある色合い、熟した果実とブラックベリーの香りを持ち、程よい渋味と凝縮感を持つバラ
ンスの良い赤ワインです。俺のシリーズのソムリエ達30人が選んだ1本です。

08 Granbeau Reserve Cabernet & Merlot

重め
Full-boｄｙ

ワインリスト
Bottle wine menu / 瓶装酒单
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