
※価格はすべて税込表記です。

Snow crab and crab miso gratin
780

(税込858)

480
(税込528)

French Fries(Anchovy Mayonnaise or Ketchup)

50
(税込55)

880
(税込968)Mussels Steamed in White Wine

Sauteed abalone and mushrooms

1,480
(税込1,628)

1,080
(税込1,188)Sea urchin Cream Risotto or Pasta

1,080
(税込1,188)Cheese Risotto or Pasta

1,580
(税込1,738)Today’s Fresh-fish dish

1,980
(税込2,178)Grilled beef sirloin and summer vegetables

1,180
(税込1,298)

Low temperature roasted Oyama chicken

+380
(税込418)

+190
(税込209)

+50
(税込55)

480
(税込528)Pickled vegetables

480
(税込418)Potato Salad

680
(税込748)Chicken Liver Mousse

780
(税込858)Large amount of vegetables salad

780
(税込858)Mousse of Snow crab and Scallops

880
(税込968)Today’s Carpaccio

780
(税込858)Marinated Olives

1,280
(税込1,408)Samon terrine

2,280
(税込2,508)“Luxury” Caviar plate

480
(税込528)Assorted Ice Cream

580
(税込638)Today’s Crème Brulee

780
(税込858)

Fench toast of tea and white chocolate mousse

Beef fillet and sea urchin sea urchin 5,880 

2,980
Normal size

Double size

(税込3,278)

(税込6,468)

Stewed beef and sea urchin sea urchin
5,280 

2,680
Normal size

Double size

(税込2,948)

(税込5,808)

“Special””Rossini” Roasted
A4 Japanese Black Beef Special Unisini

5,980
(税込6,578)

“Special””Rossini” Roasted
A4 Japanese Black Beef Special Trossini

“ホロホロ柔らか”

牛煮込みとウニのウニッシーニ
牛煮込みと鮪のトロのトロニッシーニ

各 通常サイズ 2,680(税込2,948)

各 Wサイズ 5,280(税込5,808)

“極上の逸品”

A4黒毛和牛のスペシャルウニッシーニ
A4黒毛和牛のスペシャルトロッシーニ

各 5,980(税込6,578)

“新感覚！贅沢な一皿”

牛フィレ肉とウニと鮪のウニトロッシーニ 4,080(税込4,488)

“新感覚の定番になりうる！旨味”

牛フィレ肉とウニのウニッシーニ
牛フィレ肉と鮪のトロのトロニッシーニ

各 通常サイズ 2,980(税込3,278)

各 Wサイズ 5,880(税込6,468)



※イラストはイメージです。

※価格はすべて税込表記です。

俺のYOKOHAMA
(梅酒ベース甘サッパリ系)

580(税込638)

Original cocktail 
“ORENO 
YOKOHAMA”

ブルートップ
ブリュット

5,800(税込6,380)

ロゼトップ
ブリュット

6,200(税込6,820)

俺のシャンパン
エドシック・モノポール

なみなみ! シャンパン(白）
Champagne!! Naminami!（White）

タイタニック号共に引き上げられた
奇跡のシャンパン！！

なみなみ! シャンパン(ロゼ）

1,300（税込1,430）

Champagne!! Naminami!（Rose）

1,200（税込1,320）

なみなみ! スパークリング 俺の泡（白） ¥780
Sparkling wine (White)

なみなみ! スパークリング 俺の泡（ロゼ） ¥780
Sparkling wine (Rose)

なみなみ! スパークリング 私の泡（微発泡） ¥780

なみなみ! フルーツサイダー（ノンアル） ¥680
Fruits non-alcoholic sparkling

（税込 ¥858）

（税込 ¥858）

（税込 ¥748）

女性に人気♬ 飲みやすい♥ 泡‼

Sweet sparkling

なみなみ! シャンパン(白） ¥1 2  0  0
Champagne!! Naminami!（White）

（税込 ¥858）

（税込 ¥1,320）

なんと‼タイタニック号で乗せていたシャンパン！！

なみなみ! シャンパン(ロゼ） ¥1 3  0  0
（税込 ¥1,430）Champagne!! Naminami!（Rose）

キリン一番搾り≪生≫ ¥680
KIRIN Ichibanshibori

シャンディガフ（ビール＆ジンジャーエール） ¥580
Shandy gaff (Beer & ginger ale)

ノンアルコールビール（キリン） ¥580
Non alcohol beer

ブレンデットウイスキー
（水割り･ソーダ･ジンジャーエール・ロック）

Blendet WHISKY  
[Rock, Water, Soda, Gingerale split]

フォアローゼス（バーボンウィスキー）
（水割り･ソーダ･ジンジャーエール・ロック）
Four Roses (Bourbon Whiskey)
[Rock, Water, Soda, GingerAle split]

（税込 ¥748）

¥680ダブル
double （税込 ¥748）

¥680シングル
single （税込 ¥748）

（税込 ¥638）

（税込 ¥638）

¥580シングル
single （税込 ¥638）

¥780ダブル
double （税込 ¥858）

ハーフサイズ ¥480
（税込 ¥528）

なみなみ白ワイン【爽やかコクあり】 ¥780
White wine ″NAMI NAMI″

ワインもなみなみ♬ 作ってしまいました(笑)

（税込 ¥858）

コスパの白ワイン ¥500
White wine (Good cost performance)

俺のソムリエ50人で選んだお値打ちワイン!

（税込 ¥550）

俺の白ワイン ¥680
White wine “ORENO”

ハイクオリティーなワインを限界価格で!

（税込 ¥748）

なみなみ赤ワイン【フルボディー】 ¥780
Red wine “NAMI NAMI”

ワインもなみなみ!!! ハッピーもなみなみ♬

（税込 ¥858）

コスパの赤ワイン ¥500
Red wine (Good cost performance)

俺のソムリエ50人で選んだお値打ちワイン!

（税込 ¥550）

俺の赤ワイン ¥680
Red wine “ORENO”

ハイクオリティーなワインを限界価格で!!

（税込 ¥748）

俺のYOKOHAMA(梅酒ベース甘サッパリ系) ¥580
Original cocktail “ORENO YOKOHAMA”

自家製サングリア（白） ¥580
Sangria (White)

ファージネーブル（ピーチリキュール
＋オレンジ）

¥580
Fuzzy navel

カシス
（オレンジ・グレープフルーツ・ウーロン・ソーダ）

¥580
Cassis (Orange / grapefruit/ Oolong/ soda)

キティ(赤ワイン＋ジンジャエール) ¥580
Kitty

オペレーター(白ワイン＋ジンジャエール) ¥580
operator

（税込 ¥638）

（税込 ¥638）

（税込 ¥638）

（税込 ¥638）

（税込 ¥638）

（税込 ¥638）

横浜店オリジナルカクテル

横浜のモヒート(ラム＋ライム果汁+モヒートシロップ) ¥580
Mojito （税込 ¥638）

エスプレッソ
【シングルorダブル(+300円)】 ¥380
ESPRESSO [ SINGLE / DOUBLE(+¥300) ]

紅茶【ホットorアイス】 ¥380
TEA [ HOT / ICED ]

コーヒー【ホットorアイス】 ¥380
COFFEE [ HOT / ICED ]

甘口ワイン（白） ¥600
WHITE DESSERT WINE

¥300

甘口ワイン（赤） ¥600
RED DESSERT WINE

¥300

カルヴァドス ¥780
Calvados

¥39
0

マールドブルゴーニュ¥880
Marc de Bourgogne

¥440

ハーフサイズ

コーヒー＆紅茶＆食後酒
C O F F E E & T E A＆ D I G E S T I F

ルージェニック ハーブティー
【ストロベリー・リラクゼーション・

ハピネス・アンチ インフラミティー】

¥480/ Happiness / Anti-Inflammitea ]

【ハイビスカス系】 【カモミール系】

【トロピカル系】 【レモングラス系】

¥480ウーロン茶
Oolong tea （税込 ¥528）

100%オレンジ ¥480
Orange juice (100%) （税込 ¥528）

グレープフルーツ ¥480
Grapefruit juice （税込 ¥528）

アップル
Apple juice

¥480
（税込 ¥528）

パイナップル
Pineapple juice

¥480
（税込 ¥528）

マンゴー ¥480
Mango （税込 ¥528）

コカ・コーラ ¥480
Coca Cola （税込 ¥528）

ジンジャーエール
(甘口)

¥480
Ginger ale

ジンジャーエール
(辛口)

¥480
Ginger ale

（税込 ¥528）

（税込 ¥528）

マンゴーデイジー
(マンゴ+パンションフルーツ+ソーダ)

¥580
Mango daisy

ノンアルコールカクテル

（税込 ¥638）

シンデレラ
(オレンジ+グレープフルーツ+
パイン+ザクロシロップ)

¥580
Cinderella

（税込 ¥638）

アサイサングリア
(ピーチ+パッションフルーツ+
アサイー+オレンジ)

¥580
Acai sangria

（税込 ¥638）

富士ミネラル

360ml ¥480
Fuji Mineral water

780ml ¥880
（税込 ¥528） （税込 ¥968）

富士ミネラルスパークリング

0360ml

¥580

Fuji Mineral water(Sparkling)

700ml ¥980
（税込 ¥638） （税込 ¥1,078）

♬目の前でシャカ♪シャカ♪

Roogenic Herb Tea [ Strawberry / Relaxation


