The other wine
～ 食後酒 ～

~Glass Wine Menu~

Grappa （グラッパ）
バリーリ・ディ・サッシカイア
/ 品種：カベルネ・ソーヴィニヨン，カベルネ・フラン

glass

¥1,340

glass

¥750

GRAPPA BARILI ・ DI ・ SASSICAIA / Cabernet Sauvignon,Cabernet
暖かく躍動感があり，香りの高さと，優しい口溶けを感じることができます。
他のグラッパとは比べものにならない程の上品な味わいをお楽しみください。

Dessert wine （デザートワイン）
パッシート・ビアンコ・デル・ヴェネト
/ 品種：ガルガネガ，ミュラートゥルガウ

Passito ・ Bianco ・ del ・ Veneto / Garganega,Muller-Thurgau
色合いはとても輝きのあるゴールド。
とろりとした凝縮感の高い口当りで、甘みはしつこさのないほどよい甘さ。キレのよい味わいです。

16:30～のご注文には上記価格に別途10％のサービス料を頂戴しております。
（Tax included in.additional 10% service charge will be added.)

～Soft Drink～
アルガーノ葡萄果汁(白)ストレート100％
ソフトドリンク
/勝沼醸造

Grape juice(WHITE)

葡萄王国「勝沼」を代表する日本固有の品種“甲州”。
そのぶどうを勝沼醸造のもつワイン醸造技術を用いて
搾りたての風味をそのままボトルに詰めました。
繊細でデリケートな味わいをお楽しみください

¥720

/勝沼醸造

Grape juice(RED)

太陽の光をたっぷり浴びて育った色付きの良い黒色系ぶどうを厳選し、
搾汁してそのまま瓶詰めしました。
フルーティーでコクがあり、ぶどう本来の控えめな甘さと
爽やかな風味をお楽しみください。
¥720

Mango Juice

ブラッドオレンジジュース
Blood Orange Juice

オレンジジュース
Orange Juice

グレープフルーツジュース
Grapefruit Juice

コカ・コーラ
Coke

ジンジャーエール
Gingerale

ウーロン茶
Oolong Tea

Mineral Water

サンペレグリノ（発泡水）
Sanpellegrino

ペリエ（発泡水）
Perrier

アクアパンナ
Acqua Panna

Espressoe

コーヒー

アルガーノ葡萄果汁(赤)ストレート100％

マンゴージュース

～Cafe～
エスプレッソ (S or W)
カフェ

¥720

(S) ¥460

(W) ¥570

(HOT or ICE)

Coffee / Iced Coffee

カフェ・ラッテ

¥620

/

¥670

¥670

/

¥700

(HOT or ICE)

Cafe Latte / Iced Cafe Latte

カプチーノ
Cappuccino

ダージリン

¥670

(HOT or ICE)

Darjeeling Tea / Iced Darjeeling Tea
¥620

アールグレイ
Earl Gray

¥720

アッサム

¥670

アイスピーチティー
Iced Peach Tea

¥620

¥670

ラベンダー

Lavandula Offcinalis

¥620

¥720

カモミール

CHAMOMILE

¥620

¥620

¥670

¥620

Assam

¥620

/

ボトルグリーン ～Bottle Green～

¥670

ボトルグリーンはイギリスのコッツウェルズでワイン造りに情熱を注いでいた，
モリス夫妻が作るエルダーフラワーのコーディアルが
評判を呼び製造化された事から始まりました。
天然のハーブや果汁とスプリングウォーターを微炭酸で仕上げた，
ナチュラルで爽やかなフレーバーをお楽しみ下さい。

エルダーフラワー
Elderflower

ヨーロッパの伝統的なハーブで万病の薬箱と呼ばれ家庭で親しまれていま
す。マスカットやライチを思わせる繊細なフレーバー。

ザクロ＆エルダーフラワー
Pomegranate&elderflower

手摘みしたエルダーフラワーのフローラルな香りとザクロ果汁のフルー
ティーな味わいです。ロゼカラーが華やかにテーブルを彩ります。

ジンジャー＆レモングラス

Ginger with a hint of lemongrass

レモングラスのすっきりした香りにジンジャーのピリッとしたアクセント
が切れ味の良い人気のフレーバー。
ALL

¥720

16:30～のご注文には上記価格に別途10%のサービス料を頂戴しております。(Tax included in.An additional 10% service charge will be added.)
当店では国産100％のお米を使用しております。(We use 100% domestic rice.)

～Beer～
アサヒスーパードライ / 生ビール
ビール

カクテル

Asahi Super Dry / Draft Beer / JAPAN

ノンアルコールビール

Nonalcoholic Beer / JAPAN

ハートランド

Heartland / JAPAN

コロナ

Corona / MEXICO

ギネス

Guinness / Black Beer / IRELAND

モレッティ

Moretti / ITALY

ウイスキー

角ハイボール

¥620

リモンチェッロソーダ

¥620

ディタ(ｵﾚﾝｼﾞ/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ/ﾃﾞｯﾀﾓｰﾆ/ﾁｬｲﾅﾌﾞﾙｰ)

¥720

ラム(ｷｭｰﾊﾞﾘﾊﾞｰ/ﾗﾑﾄﾆｯｸ/ﾗﾑﾊﾞｯｸ)

¥720

アマレット(ｱﾏﾚｯﾄｼﾞﾝｼﾞｬｰ/ｲﾀﾘｱﾝｱｲｽﾃｨｰ)

¥820

カンパリ（ｵﾚﾝｼﾞ/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ/ｽﾌﾟﾓｰﾆ/ｿｰﾀﾞ）

Limoncello Soda

Dita(Orange/Grapefruit/Ditamoni/ChinaBlue)

Tequila(TequilaSunrise/Coke/Tonic)

Amaretto(Gingerale/Oolong Tea)

Cassis(Orange/Grapefruit/Oolong Tea/Soda)

Gin(Tonic/Gingerale/Soda/Lime)

¥520

バランタイン(ロック / 水割 / ストレート)
(S) ¥820

(W) ¥1,640

I.W.ハーパー(ロック / 水割 / ストレート)
(S) ¥820

(W) ¥1,640

ワイルドターキー(ロック / 水割 / ストレート)
(S) ¥1,030

(W) ¥2,060

白州(ロック / 水割 / ストレート)
HAKUSHU

Shandy Gaff

ジン(ｼﾞﾝﾄﾆｯｸ/ｼﾞﾝﾊﾞｯｸ/ｼﾞﾝﾘｯｷｰ/ｼﾞﾝﾗｲﾑ)

Whisky With Coke / Whisky With Gingerale
¥820

Wildturkey

¥720

シャンディガフ

ウイスキーコーク / ウイスキージンジャー

I.W.Harper

ALL

¥820

～Whisky～

Whisky With Soda

Ballantines

～Cocktail～

(S) ¥1,240

ウォッカ(ﾓｽｺﾐｭｰﾙ/ｽｸﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ/ﾌﾞﾙﾄﾞｯｸ)
Vodka(Gingerale/Orange/Grapefruit)

テキーラ(ﾃｷｰﾗｻﾝﾗｲｽﾞ/ﾒｷｼｺｰﾗ/ﾃｷｰﾗﾄﾆｯｸ)
Tequila(TequilaSunrise/Coke/Tonic)

カシス(ｵﾚﾝｼﾞ/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ/ｳｰﾛﾝ茶/ｿｰﾀﾞ)

Cassis(Orange/Grapefruit/Oolong Tea/Soda)

ワインカクテル ～Wine Cocktail～

スプリッツアー
Spritzer

キティ
Kitty

ミモザ

Mimosa

キールロワイヤル
(W) ¥2,480

Kir Royal

ノンアルコールカクテル ～Non Alcohol Cocktail～

シャーリーテンプル

(ｸﾞﾚﾅﾃﾞﾝ+ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ+ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ)

Shirley Temple
(Grenadine+Gingerale+Grapefruit)

シチリアーナ

(ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞ+ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ)

Siciliana
(Blood Orange+Gingerale)

This month's special

～

～ 今月のおすすめ ～

White wine
White wine

( 白ワイン )

アカンテ・フィアーノ・サレント
/ 品種：フィアーノ

Acante ・ Fiano ・ Salento / Fisno

glass
Decanter

¥900
¥2,600

淡い麦わら色。パイナップル、ハチミツなどの豊かなアロマ。
フレッシュでバランスのよい味わい。
後味に感じるヘーゼルナッツが魅惑的。
Red wine

（赤ワイン）

コルヴォ・ピノノワール
/品種：ピノノワール

Corvo ・ Pinot Noir / Pinot Noir

The other wine
その他のグラスワイン

( 白ワイン )

テッレ・ディ・グリーフィー・フラスカティーセッコ
/ 品種：マルヴァジーア，トレッビアーノ・トスカーノ

Terre ・ dei ・ Grifi ・ Frascati ・ Secco / Malvasia,Trebbiano ・ toscano

Novacella ・ Sylvaner / Sylvaner

glass
Decanter

¥950
¥2,800

レ・ブスケ・マルケ・ビアンコ
/ 品種：ヴェルディッキオ，シャルドネ

glass
Decanter

¥1,200
¥3,550

glass
Decanter

¥1,400
¥4,100

Le ・ BUSCHE ・ Marche ・ Bianco / Verdicchio,Chardnnay

おすすめの一品：カラスミのマッシュポテト，チーズ盛り合わせ，ミックスナッツ
Red wine

（赤ワイン）

Linea ・ del ・ sole ・ Primitivo ・ Salennto / Primitivo

glass
Decanter

¥800
¥2,300

glass
Decanter

¥1,200
¥3,500

おすすめの一品：フォアグラのムースとフライドポテト，イワシのマリネ

(スパークリングワイン)
glass

¥900

Quid ･ Falanghina ・ Spumante ・ Brut / Falanghina

glass

Champagne G.H Mumm Cordon Rouge / Pinot Noir,Pinot meunier,Chardonnay

カッペラッチョ・アリアニコ・リゼルヴァ
/ 品種：アリアニコ

Cappellaccio ・ Aglianico ・ Riserva / Agllianico

おすすめの一品：仔羊骨付き背肉ロースグリル，イタリアンハム5種盛り合わせ

おすすめの一品：自家製スモークサーモン，ボンゴレビアンコ，大山鶏モモ肉のグリル
シャンパーニュ Ｇ.Ｈ マム・コルドンルージュ
/ 品種：ピノノワール，ピノ・ムニエ，シャルドネ

¥800
¥2,300

おすすめの一品：フレッシュトマトを入れたパルミジャーノリゾット

リネア・デル・ソーレ・プリミティーヴィ・サレント
/ 品種：プリミティーヴォ

クイド・ファランギーナ・スプマンテ・ブリュット
/ 品種：ファランギーナ

glass
Decanter

おすすめの一品：お野菜3種盛り合わせ，自家製トマトソースバジル風味スパゲティーニ
ノヴァチェッラ・シルヴァネール
/ 品種：シルヴァネール

6ヶ月の樽熟成から生まれる複雑なアロマ。
ブラックベリー、バニラ、スパイスなどの濃厚な香り。
力強い味わいで、フランスのピノノワールとはまた違った顔が感じられる。

Sperkring wine

～

¥1,500

コス・フラッパート
/品種：フラッパート

Cos ・ Frappato / Frappato

おすすめの一品：ピッツァマルゲリータ，銘柄豚肩ロースグリル

glass
Decanter

¥1,500
¥4,450

