BE V E R AGE S
■ 価格は全て税抜価格です。表示金額に別途消費税がかかります ■

37 BOTTLE WINE SELECTIONS

BEER
¥700

420ml

アサヒ スーパードライ 生
Asahi Super Dry - Draft

Bottle 330ml

モレッティ ラ ビアンカ

「モレッティ」は、1859年に創業されたイタリアで最も古い歴史を
持つビールメーカー。
「ラ ビアンカ」は、
イタリア産の小麦と大麦から造られる、
ヴァイツ
ェンタイプ。無ろ過のため、かすかに濁った色合いが特徴です。フ
ルーティでかすかにスパイスを感じる香り、軽やかでエレガントな味
わいのビールです。

¥600

アサヒ ドライゼロ（ノンアルコール）
Asahi Dry Zero (Non-Alcoholic Beer Taste Beverage)

全ワイン

¥900

Moretti La Bianca

¥3,700 均一

SPUMANTE
レ コンテッセ / プロセッコ エクストラドライ

レ コンテッセ / ピノ ロゼ フリッツァンテ

Le Contesse / Prosecco Extra Dry
シャンパーニュにも引けを取らないスプマンテ。
料理の味を存分に引き出す酸味と長い余韻が特徴。

Le Contesse / Pinot Rose Frizzante
口当たりの優しい柔らかい泡立ち。
ドライであるが
フルーツのうまみを感じられる。

産地：ヴェネト州／品種：グレラ100％

WHITE

COCKTAIL

【支配人おすすめワイン】

各¥700

カクテル各種 Cocktails
・ハイボール Highball

・シャンディーガフ Shandy Guff

・ジン（ソーダ／トニック） Gin

・キール ロワイヤル Kir Royal

・カンパリ（ソーダ／オレンジ） Campari

・ウォッカ（ソーダ／トニック／ジンジャーエール） Vodka

・ミモザ Mimosa

・カシス（ソーダ／オレンジ） Cassis

・アマレット（ジンジャーエール／オレンジ） Amaretto

COFFEE
エスプレッソ
Espresso

Single ¥500
Double ¥600

アイスカフェラテ

¥600

Iced Cafe Latte

カプチーノ

アールグレイ

Caffe Americano

Earl Grey

カフェラテ

¥600

Cuppuccino

アイスコーヒー
Iced Coffee

¥600

グラッパ
Grappa

オレンジ
Orange Juice

ピーチ

Limoncello di Capri

¥500

¥500

ブドウ

アクアパンナ

¥500

Grape Juice

¥500

クランベリー

Blood Orange Juice

Cranberry Juice

津軽
¥500
完熟りんごジュース

ピンク
グレープフルーツ

Tsugaru Apple Juice

Pink Grapefruits Juice

¥700

レ コンテッセ / ピノ グリージョ

ヴィニコラ デル サンニオ / ファランギーナ

Le Contesse / Pinot Grigio
果実味と酸味のバランスが絶妙。ほのかに塩気を感じ
野菜や魚介の味わいを引き立てる。

Vinicola del Sannio / Falanghina
南国フルーツのニュアンスがあるが辛口ですっきり。
ワインへの愛情が込められたエチケットもポイント。
産地：カンパーニャ州／品種：ファランギーナ100％

【支配人おすすめワイン】

ファットリア ペトロニャーノ / トスカーナ ロッソ

ヴィニコラ デル サンニオ / アリアニコ

Fattoria di Petrognano / Toscana Rosso
土着品種と国際品種の融合により、複雑味がありながら、
エレガントな味わい。

Vinicola del Sannio / Aglianico
口当たりで赤果実を彷彿させる。
エレガントに感じる味わいと柔らかい渋みが特徴。
産地：カンパーニャ州／品種：アリアニコ100％

アポッローニオ カーサ ヴィニコラ
/ コンパニア ヴィナイオーリ サレント

テヌータ マッツォリーノ
/ グアルナッツォーラ ロッソ

Apollonio Casa Vinicola / Compagnia Vignaioli Salento
しっかりとしたボディであり、口に入れた時から
葡萄の甘み（うまみ）
を最後まで感じられる。

Tenuta Mazzolino / Guarnazzola Rosso
フルーツが凝縮された香り。
軽快な酸とみずみずしさが特徴。
産地：ロンバルディア州／品種：カベルネソーヴィニョン70％、
メルロー30％

ROSE

San Pellegrino

Terre d'Abruzzo / Cerasuolo d'Abruzzo
ストロベリーを感じさせる香りと、口当たりのやさしい
おだやかな酸が特徴。
産地：アブルッツォ州／品種：モンテプルチアーノ100％

MANAGER’S CHOICE
¥7,300

ファットリア ディ ペトロイオ / キャンティ クラシコ
Fattoria di Petroio / Chianti Classico
500ml ¥500

Acqua Panna

サンペレグリノ

¥500

カプリ島のレモンで作った
シンプルでクリアなリモンチェッロ。

¥700

WATER

¥500

Oolong Tea

Peach Juice

ブラッドオレンジ

ウーロン茶

支配人お勧めのデザートワインをご用意しております。
只今のお勧めはウェイターまでお尋ね下さい。

リモンチェッロ ディ カプリ

Ginger Ale

¥500

産地：ロンバルディア州／品種：リースリング60％、ソーヴィニョン20％、ピノグリージョ10％、シャルドネ10％

テッレ ダブルッツォ / チェラスオーロ ダブルッツォ
デザートワイン

SOFT DRINK
Coca Cola

Tenuta Mazzolino / Guarnazzola Bianco
柑橘系の香りを感じ、
フレッシュな酸味と程よい果実味の
バランスが良い。

産地：プーリア州／品種：ネグロアマーロ80％、マルヴァジアネラ20％

¥700

支配人お勧めのグラッパをご用意しております。
只今のお勧めはウェイターまでお尋ね下さい。

Dessert Wine

ジンジャーエール

Fattoria di Petrognano / Trebbiano Bianco
青りんごを思わせる爽やかな味わい。心地よく後味が
残る。支配人のおすすめワイン。

産地：
トスカーナ州／品種：サンジョヴェーゼ40％、カベルネソーヴィニョン40％、メルロー10％、シラー10％

DIGESTIF

Mi Cafeto - Colombiana

¥500

¥500

アイスティー

¥500

当店で使用しているコーヒーは、世界中のコーヒーを
知り尽くした株 式 会社ミカフェート
（M i C af e to）の
コーヒーハンター・川島良彰氏が厳選したオリジナル
ブレンド「コロンビアーナ」を使用しています。
コロンビア産の3銘柄をブレンドし、
フルーティな酸味と
キャラメルのような甘みを併せ持つコーヒー豆です。

コカ・コーラ

RED

Iced Tea

カモミール

テヌータ マッツォリーノ
/ グアルナッツォーラ ビアンコ

産地：ヴェネト州／品種：ピノグリージョ100％

Camomile

Cafe Latte

¥600

¥500

ファットリア ペトロニャーノ
/ トレッビアーノ ビアンコ

産地：
トスカーナ州／品種：
トレッビアーノ100％

TEA

カフェ アメリカーノ ¥500

産地：ヴェネト州／品種：ピノネロ70％、
ピノビアンコ30％

産地：
トスカーナ州／品種：サンジョヴェーゼ90％、
コロリーノ5％、マルヴァジアネラ5％

しっかりとした骨格とスパイスのニュアンス。
トマトソースやチーズ、肉料理とも相性抜群。

¥13,700

カーサヴェッキア / バローロ ピアンタ
500ml ¥500

Casavecchia / Barolo Pianta di Castiglione Farlletto

産地：ピエモンテ州／品種：ネッビオーロ100％

濃厚なボディに芳醇な味わい。男性的な力強さも感じるが繊細なタンニンも特徴。

ASK

モンテヴェルティーネ / ル ペルゴーレ トルテ

¥500

Montevertine / Le Pergole Torte

産地：
トスカーナ州／品種：サンジョヴェーゼ100％

サンジョヴェーゼのポテンシャルを最大限まで引き出し、キャンティを超越したスーパートスカーナ。

