
キールロワイヤル　Kir Royale

キール　　Kir

ミモザ　　Mimoza

キリン一番搾り　335ml
Draft Beer

ハートランドビール
Heatland Beer

キリン零 ICHI（ノンアルコール 瓶）
Alcohol-Free Beer

≪ウォッカ　Vodka≫
　モスコミュール (＋ジンジャーエール)
　Moscow Mule

　スクリュードライバー (＋オレンジジュース)
　Screwdriver

　ウォッカトニック(＋トニックウォーター)
   Vodka tonic

≪ジン Gin≫
　ジン トニック(＋トニックウォーター)
   Gin tonic

　ジンフィズ (＋ソーダ)
　Gin fizz

　ギムレット(＋ライムジュース)
　Gimlet

≪カシス Cassis≫
　カシスオレンジ(＋オレンジジュース)
　Cassis orange

　カシスグレープフルーツ(＋グレープフルーツジュース)
　Cassis grapefruit

　カシスソーダ (＋ソーダウォーター)
　Cassis soda

≪カンパリ Campari≫
　カンパリオレンジ(＋レンジジュース)
　Campari  orange

　カンパリソーダ (＋ソーダウォーター)
　Campari soda

　スプモーニ (＋グレープフルーツ＋トニックウォーター)
　Spumoni

オールドパー12 年 (60ml)
Old Parr 12

グレーンモーレンジ オリジナル 10 年 (60ml)
Glenmorangie Original 10th

ピエール・ゼロ
Pierre Zero Blanc de Blanc

ピーチオレンジ (オレンジジュース＋ピーチシロップ)
Peach orange

オレンジフラワークーラー (オレンジジュース＋グレナデン＋トニック)
Orange flower cooler

グレープフルーツクーラー (グレープフルーツ＋グレナデン＋トニック)
Grapefruit cooler

サラトガクーラー (ジンジャーエール＋ライムジュース＋シロップ)
Saratoga cooler

オレンジジュース
Orange juice

グレープフルーツジュース
Grapefruit juice

ウーロン茶
Oolong tea

コーラ
Coke

ジンジャーエール
Ginger ale

ミネラルウォーター
Mineral water 500ml

ペリエ スパークリングウォーター
Perrier sparkling natural water 330ml

ワイン（白・赤）
カクテル（ジントニック・カシスソーダ）
ノンアルコール（ピーチオレンジ・グレープフルーツクーラー）
ソフトドリンク（ジンジャエール・オレンジジュース・ウーロン茶）

Dinner Drink
¥2,178

¥1,210

¥605

¥1,089

¥787

¥1,331

¥1,452
¥968
¥1,452

¥847

¥847

¥847

¥787

【 Free Drink 】フリードリンク 【 Whiskies 】ウイスキー

【 Soft Drink 】ソフトドリンク

【 Alcohol-Free Wine】ノンアルコールスパークリングワイン

【 Alcohol-free Cocktail 】ノンアルコールカクテル

【 Apéritif 】食前酒

【Beer】ビール

【Cocktail】カクテル

※ 表記の価格はすべて税サ込でございます。



≪Sparkling Wine≫スパークリング
　アルテラティーノ・カヴァ・ブリュット
　Cava Arte　Latino　Brut

≪White Wine≫白ワイン
　トーラ　カタラット　IGT　シチリア
　Tora Catarratto　IGT Siciliane

≪Red Wine≫赤ワイン
　ロス・ヴァスコス・カベルネ・ソーヴィニヨン
　Los Vascos　Cabernet　Sauvignon

≪Glass Wine Set≫グラスワインセット
　白ワインと赤ワインがお愉しみいただけます
　White + Red

　スパークリングワインと白・赤ワインを
　お愉しみいただけます
　Sparkling + White + Red

シャンドン　ブリュット
Chandon Brut

クレマン ド ブルゴーニュ
Cremant de Bourgogne

モエ シャンドン ブリュット アンペリアル
Moet & Chandon Brut Impérial

モエ シャンドン ロゼ アンペリアル
Moet & Chandon Rose Impérial 

ドメーヌ・ド・ラ・ジュスリニエール ミュスカデ
Domaine de la Jusselière Muscadet

レ ローテ ヴェルナッチャ ディサンジミニャーノ DOCG
Inama Vigneti di Foscarino Soave Classico

トラミエ マコン ヴィラージュ シャルドネ
Tramier Mãcon-Village Chardonnay 2182

ブルゴーニュ ブラン キュヴェ・デ・フォルジェ 
Bourgogne Blanc Cuvee des Forgets

ルイ・ラトゥール シャブリ・プルミエ・クリュ
Louis Latour Chablis 1er Cru

ニュートンクラレット
Newton Claret

ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Domaine de la Janasse

マンフレディ バローロ DOCG
Manfredi Barolo DOCG

ニールソン ヴィンヤード ピノ ノワール
Nielson Vineyard Pinot Noir

プピーユ
Poupille

ジュヴレ・シャンベルタン
Gevrey Chambertin

Dinner Wine

¥1,331 ¥6,050

¥10,890

¥15,730

¥6,655

¥7,260

¥9,075

¥10,890

¥10,890

¥15,730

¥6,655
¥847

¥847

¥1,452

¥2,783

¥6,050

¥7,986

¥9,075

¥11,495

¥6,655

【 By the glass 】グラスワイン 【 Sparkling 】スパークリングワイン

【 Champagne 】シャンパーニュ

【 Red wine 】赤ワイン

【 White wine 】白ワイン

※ 表記の価格はすべて税サ込でございます。


