
D r i n k

サッポロ黒ラベル …………………………………………………￥480

エビス生ビール ……………………………………………………￥580

Beer ビール

スパークリングワイン ……………………………………………￥600

赤／白／ロゼ ………………………………………………………￥580

Glass wine グラスワイン

大分麦焼酎「二階堂」 ………………………………………………￥450

黒霧島 ………………………………………………………………￥450

Distilled spirits 焼酎　麦／芋

清酒　笹の川 (150ml) ……………………………………………￥500

Sake 日本酒

ピーチ　フロゼ ……………………………………………………￥700
　フロゼとはフローズン＋ロゼワインの略で、ニューヨーク生まれのカクテル

エスプレッソ　マティーニ ………………………………………￥800
　アメリカ風にウォッカがベース、ホワイトカカオ、カルーアとエスプレッソの風味

季の美＆Ｓｏｄａ …………………………………………………￥800
　玉露、柚子など和素材の香りを含む京都産クラフトジンをシンプルなアレンジで

ワインサワー ………………………………………………………￥600
　白ワインがベース　カシスリキュール、ブルーベリー入りのさっぱりカクテル

パローマ ……………………………………………………………￥600
　メキシコで大人気のカクテル　テキーラ＋柑橘＋トニック

フレッシュ　メロンボール ………………………………………￥800
　サイコロカットのフローズンメロンと生オレンジジュース

クリームソーダ　ＳＰＯＯＮ風 …………………………………￥700
　バニラアイスは先に食べても、液体になじませながらでもお好みで

スノーボール ………………………………………………………￥600
　雪のように柔らかくスウィートなカクテル

アメリカン　レモネード …………………………………………￥600
　見た目も美しい低アルコールカクテル

ラズベリー　モヒート ……………………………………………￥700
　人気のモヒートにラズベリーの香りとカラーをプラス

キョホウ　ヨーグリト　オレンジ ………………………………￥600
　フルーツヨーグルトのような優しい味わい

ボストン　クーラー ………………………………………………￥600
　ラム、ジンジャーエールのカクテルに香草の香りをプラス

ファンシー　ラブ …………………………………………………￥600
　フランスのオレンジリキュールとザクロのホットカクテル

オリジナル　イチゴミルク ………………………………………￥700
　ココナッツ風味の果肉たっぷりイチゴミルクカクテル

Cocktail カクテル

１００％オレンジ …………￥440　１００％グレープフルーツ …￥440

１００％アップル …………￥440　クランベリー ……………￥440

マンゴー  …………………￥440　パイナップル ……………￥440

トマト ………………………￥330　コカ・コーラ ……………￥330

ジンジャーエール ………￥330　ペリエ ……………………￥500

コーヒー ……………………￥440

Softdrink ソフトドリンク

デュワーズ　ハイボール …………………………………………￥440
　スムースな味わいと華やかな香り

エヴァン　ウィリアムス　ハイボール …………………………￥440
　黒砂糖、キャラメルを感じるバーボンがベース

ジンジャー　ハイボール …………………………………………￥440
　デュワーズとジンジャーエールのマッチング

High ball ハイボール

オリジナル　レモンサワー ………………………………………￥480
　自家製レモンウォッカをベースに強炭酸で仕上げたさっぱりレモンサワー

イタリアン　レモンサワー ………………………………………￥440
　シチリア産レモン果汁のレモンチェッロがベース

ビターサワー ………………………………………………………￥480
　ほろ苦いビターリキュールにレモンと炭酸でスッキリ

Sour サワー

ピンク　レモネード ………………………………………………￥480
　甘味＋酸味のベストバランスにクランベリーの香り

ザクロ　スカッシュ ………………………………………………￥480
　レモンスカッシュのザクロアレンジ

ブルーベリー　モヒート …………………………………………￥480
　人気のモヒートをノンアルコールで

オレンジ　パナシェ ………………………………………………￥580
　ノンアルコールビールをオレンジの風味が包みます

ジンシャーレモン　パナシェ ……………………………………￥580
　ジンジャー＋レモンの爽やかなノンアルコール

ベリーベリースカッシュ …………………………………………￥480
　カシスシロップとブルーベリーの爽やかスカッシュ

スパークリング　グレナデン ……………………………………￥480
　ポリフェノール豊富なザクロがベース

ノンアル　キール …………………………………………………￥480
　カシス＋白ワインのカクテル『キール』をノンアルコールで

Non-alcoholic cocktail ノンアルコールカクテル

Whisky,Spirits&Liqueur ウイスキー・スピリッツ・リキュール

バランタイン１２年 ……￥440　　シーバスリーガル ………￥640
　　　　　　　　　　　　　　　　　ミズナラ

ザ　シングルトン ………￥640　　タリスカー１０年 ………￥740
ダフタウン１２年

ボウモア１２年 …………￥740　　ジェムソン ………………￥440

メーカーズマーク ………￥440　　ワイルド ターキー8年 …￥440

９６３　赤 ………………￥480　　山崎 ………………………￥780

余市 ………………………￥780

ウイスキー

カンパリ …………………￥380　　シャルトリューズ ………￥680
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴェール

シャルトリューズ ………￥680　　ペルノー …………………￥540
ジョーヌ

ゴディバ …………………￥580　　カシス ……………………￥380

ディタ ……………………￥540　　ティフィンティー ………￥440

マリブ ……………………￥380

リキュール

タンカレー ………………￥380　　タンカレーNo.10 ………￥640

ボンベイ　サファイア …￥380　　季の美 ……………………￥880

ジン

グレイグース ……………￥740　　ズブロッカ ………………￥380

スミノフ …………………￥380　　ストリチナヤ ……………￥380

ウォッカ

サウザ　シルバー ………￥380　　クエルヴォ１８００ …￥1,500

パトロン　シルバー ……￥740

テキーラ

バカルディ　ホワイト …￥380　　バルバンクール …………￥880

ロン　サカバ ……………￥880

ラム

ソーダ ………………………￥50　　オレンジジュース …………￥50

コカ・コーラ ………………￥50　　グレープフルーツジュース …￥50

ジンジャーエール …………￥50　　パイナップルジュース ……￥50

トニックウォーター ………￥50　　アップルジュース …………￥50

ウーロン茶 …………………￥50　　トマトジュース ……………￥50

丸氷 ………………………￥300　　ペリエ ……………………￥300

◆上記アルコールとの組み合わせは以下の料金になります◆

※価格は全て税抜表記です。



�������������� スパークリングワイン

Duc de Paris Brut ………………………………￥2,800
デュック・ド・パリ・ブリュット (フランス )

辛口・ドライですっきりとした口当たり

Martini Brut ………………………………………￥3,300
マルティーニ・ブリュット (イタリア )

辛口・ほどよい酸味と力強い個性

Segura Viudas Brut ………………………750ml￥3,800
セグラ・ヴューダス・ブリュット (スペイン )　　　　　　　　 375ml￥2,000
辛口・気品に富んだ細やかな泡立ちでなめらかな触感

���������� 白ワイン

Ayuso Abadia del Roble Blanco ……………￥2,500
アユソ・アバディア・デ・ロブレ・ブランコ (スペイン )

辛口・キレのある舌触りとアルコールのボリューム感

Santa Rita 3 Medallas Chardonnay …………￥2,500
サンタ・リタ・スリー・メダルズ・シャルドネ (チリ )

辛口・丸みのあり、爽やかでフルーティー

Santa Julia Fuzion Chenin Blanc Chardonnay …￥2,500
サンタ・ジュリア・フュージョン・シュナン・ブラン・シャルドネ(アルゼンチン)

辛口・新鮮で弾けるような活き活きとしたハーモニー

Mezzacorona Anterra Pinot Grigio …………￥2,500
メッツアコロナ・アンテッラ・ピノ・グリージョ (イタリア )

辛口・マイルドな酸味でバランスがよくエレガント

Piespoter Michelsberg …………………………￥2,500
ピースポーター・ミヘェルスベルグ (ドイツ )

甘口・フレッシュな酸味とほのかな甘み

Tariquet Classic …………………………………￥2,500
タリケ・クラシック (フランス　ガスコーニュ )

辛口・軽やかでバランスが良く、ミネラル感がある

Donna Marzia Chardonnay ……………………￥3,000
ドンナ・マルツィア　シャルドネ (イタリア )

辛口・新樽 100%、豊かな香りでコクのある仕上がり

Torre Menagem Vinho Verde ………………￥3,500
トーレ・デ・メナージェン・ヴィーニョ・ヴェルデ (ポルトガル )

辛口・微発泡性のグリーンワイン

Domeine Muhlberger Riesing ………………￥5,000
ドメーヌ　ムルベルジュ　リースリング (フランス　アルザス )

辛口・豊かな酸味とフレッシュな果実味

Julien de Savignac Lisa ………………………￥5,500
ジュリアンド・サヴィ二ヤック・リザ (フランス　ベルジュラック )

辛口・ソーヴィニヨンブラン種の風味豊かな芳香

�������� ロゼワイン

Beringer White Zinfandel ……………………￥3,000
ベリンジャー・ホワイト・ジンファンデル (アメリカ )

甘口・フルーティな香りと微かな甘み

��������� シャンパーニュ

Moet et Chandon Brut Imperial ……750ml￥12,000
モエ・エ・シャンドン・ブリュット・インペリアル(フランス)　 375ml￥6,500
辛口・シャンパーニュの代名詞と呼べる偉大な存在

Veuve Cliccquot Ponsardin Yellow Label Brut …750ml￥13,000
ヴーヴ・クリコ・イエローラベル・ブリュット (フランス )　　375ml￥7,000
辛口・繊細でありながら力強い、人気ハイブランド

Moet et Chandon Rose Imperial ……750ml￥13,500
モエ・エ・シャンドン・ロゼ・インペリアル (フランス )　　　375ml￥7,000
辛口・果実味に飛んだ風味と力強い味わいのロゼ

※価格は全て税抜表記です。

��
����� 赤ワイン

Ayuso Abadia del Roble Tinto ………………￥2,500
アユソ・アバディア・デ・ロブレ・ティント (スペイン )

ミディアム・濃度の高い果実味としっかりとした骨格

Santa Rita 3 Medallas Cabernet Sauvignon …￥2,500
サンタ・リタ・スリー・メダルズ・カベルネ・ソーヴィニヨン (チリ )

辛口・ソフトなタンニンと果実味ある後味

Santa Julia Fuzion Shiraz Cabernet Sauvignon …￥2,500
サンタ・ジュリア・フュージョン・シラーズ・カベルネ・ソーヴィニヨン(アルゼンチン)

ミディアム・スパイシーな香り、心地よい口当たり

Mezzacorona Anterra Pinot Noir ……………￥2,500
メッツアコロナ・アンテッラ・ピノ・ノワール (イタリア )

ミディアム・ベリー系の果実味、飲み飽きないバランス

Robert Mondavi Woodbridge Pinot Noir …￥2,500
ロバート・モンダヴィ・ウッドブリッジ・ピノ・ノワール (アメリカ )

ミディアム・柔らかく滑らかな味わい

KWV Classic Collection Pinotage …………￥2,500
ＫＷＶ・クラシック・コレクション・ピノタージュ (南アフリカ )

ミディアム・果実の香り豊か、樽熟成の複雑な風味

Marques de Riscal Tenpranillo ………………￥2,800
マルケス・デ・リスカル・テンプラリーリョ (スペイン )

フルボディ・十分なボディとしっかりとした余韻を持つ

Donna Marzia Cabernet Sauvignon …………￥3,000
ドンナ・マルツィア・カベルネ・ソーヴィニヨン (イタリア )

フルボディ・新樽 100%、豊かな香りと程よいタンニン

Taiac Rouge Merlot ……………………………￥3,500
タイヤック・ルージュ・メルロー (フランス　ベルジュラック )

ミディアム・豊かな果実味でソフトな口当たり

Chateau Recougne ………………………………￥4,500
シャトー・ルクーニュ (フランス　ボルドー )

ミディアム・余韻に長く残る力強いタンニン

Montes Alpha Cabernet Sauvignon ………￥5,000
モンテス・アルファ・カベルネ・ソーヴィニヨン (チリ )

フルボディ・力強く複雑で豊かな香り

Chateau Eugenie ………………………………￥5,700
シャトー・ウージェニ (フランス　カオール )

フルボディ・力強さがあり濃厚で複雑な「黒ワイン」

Windowrie Estate SAKURA Shiraz …………￥6,500
ウインダウリー・エステート・ウッドブロック・サクラ・シラーズ (オーストラリア )

フルボディ・よく熟した豊かな力強いタンニン

Franciscan Cabernet Sauvignon Napa County …￥7,000
フランシスカン・カベルネソーヴィニヨン・ナパ・カウンティ (アメリカ )

フルボディ・オーパスワンの隣の醸造所、力強い正統派


