ALCO HO L

Aperitif

食前酒

Sparkling
シャンドン ブリュット

-Chandon Brut-

ベリーニ

-Bellini-

Glass

¥ 850（税込）
¥ 900（税込）

［ネクター ＋ グレナデンシロップ ＋ スパークリングワイン］

キールロワイヤル

-Kir Royal-

¥ 900（税込）

-White Mimosa-

¥ 900（税込）

-Sangria-

¥ 680（税込）

キリンハートランド〈ドラフト〉

-Kirin Heart Land-

¥ 650（税込）

ギネス【アイルランド】

-Guinness-

¥ 750（税込）

ブルックリンラガー【アメリカ】

-Brooklyn Lager-

¥ 850（税込）

ヒューガルデン【ベルギー】

-Hoegaarden-

¥ 850（税込）

キリン零ICHI 〈ノンアルコール〉

-Kirin Zero ICHI [ Non Alcohol ]-

¥ 650（税込）

-Shandy Gaff-

¥ 700（税込）

-Red Eye-

¥ 700（税込）

-Panashe-

¥ 700（税込）

［カシス ＋ スパークリングワイン］

ホワイトミモザ
［グレープフルーツ ＋ スパークリングワイン］

サングリア

[Red/White]

Beer ビール

Beer Base Cocktail
シャンディガフ
［ビール ＋ ジンジャーエール］

レッドアイ
［ビール ＋ トマトジュース］

パナシェ
［ビール ＋ レモネード］

Cocktail

カクテル

Standard Cocktail
ジントニック

-Gin&Tonic-

¥ 700（税込）

-Moscow Mule-

¥ 700（税込）

-Highball-

¥ 700（税込）

-Stone Buck-

¥ 700（税込）

-Darjeeling Cooler-

¥ 700（税込）

-Cuba Libre-

¥ 700（税込）

-Spumoni-

¥ 700（税込）

-Malibu Coke-

¥ 700（税込）

-Peach Fizz-

¥ 700（税込）

-Boston Cooler-

¥ 700（税込）

-Kahlua & Milk-

¥ 700（税込）

［ジン ＋ ライム ＋ トニックウォーター］

モスコミュール
［ウォッカ ＋ ライム ＋ ジンジャーエール］

ハイボール
［ウィスキー ＋ ソーダ］

ストーンズバック
［ストーンズ ＋ レモン ＋ ジンジャエール］

ダージリンクーラー
［紅茶 ＋ フランボワーズ ＋ ジンジャエール］

キューバリブレ
［ラム ＋ ライム ＋ コーラ］

スプモーニ
［カンパリ ＋ グレープフルーツ ＋ トニックウォーター］

マリブコーク
［マリブ ＋ コーラ］

ピーチフィズ
［ピーチリキュール ＋ グレナデン ＋ レモンジュース ＋ ソーダ］

ボストンクーラー
［ラム ＋ レモンジュース ＋ ジンジャーエール ＋ シロップ］

カルアミルク
［カルア ＋ ミルク ］

Wine Cocktail
キティ

-Kitty-

¥ 700（税込）

ジンジャースプリッツァー

-Ginger Spritzer-

¥ 700（税込））

アメリカンレモネード

-American Lemonade-

¥ 700（税込）

［赤ワイン ＋ ジンジャーエール］

［白ワイン ＋ ジンジャーエール］

［レモネード＋ 赤ワイン］

Original Cocktail
ペルージュ

-Perouges-

¥ 800（税込）

-Chandelier-

¥ 800（税込）

-Tribeca-

¥ 800（税込）

［白ワイン ＋ レモンジュース ＋ シュガー ＋ ソーダ］

シャンデリア
［ロゼワイン ＋ ストロベリー ＋ グレープフルーツ ＋ トニック］

トライベッカ
［カンパリ ＋ ブラッドオレンジジュース ＋ スパークリング］

Non Alcohol Cocktail
ヴァージンブリーズ

ノンアルコールカクテル

-Virgin Breeze-

¥ 650（税込）

-Orange Flower Cooler-

¥ 650（税込）

-Shirley Temple-

¥ 650（税込）

-Saratoga Cooler-

¥ 650

-Peach Gold-

¥ 650（税込）

［クランベリージュース ＋ グレープフルーツジュース］

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］

シャーリーテンプル
［ノンアルコールカシス ＋ グレープフルーツ ＋ トニック]

サラトガクーラー

税込）

［ジンジャーエール ＋ ライムジュース ＋ シュガーシロップ］

ピーチゴールド
［ネクター ＋ ジンジャーエール ＋ グレナデンシロップ］

〜その他多数リキュール、
カクテルをご用意できます。詳しくはスタッフまで。〜

Whiskey

ウィスキー

Scotch
シーバス リーガル 12年

-Chivas Regal-

¥ 780（税込）

バランタイン 10年

-Ballantine’s-

¥ 780（税込）

グレンリベット 12年

-The Glenlivet-

¥ 780（税込）

ラフロイグ 10年

-Laphroaig-

¥ 830（税込）

マッカラン 12年

-Macallan-

¥ 1,050（税込）

Bourbon
I.W ハーパー

-I.W.Harper -

¥ 700（税込）

フォアローゼス ブラック

-Four Roses Black-

¥ 700（税込）

ジャックダニエル

-Jack Daniel-

¥ 780（税込）

［ロック・水割り・ソーダ割り etc..,］

WINE
Sparkling Wine スパークリングワイン
シャンドン ブリュット

Recomme

nd!

CHANDON BRUT
【AUSTRALIA／シャルドネ】
バランスの取れた柔らかい味わいながらも辛口のフィニッシュ。

ピノ ロゼ

Glass

¥ 850（税込）

Bottle

¥ 6,500（税込）

Bottle

¥ 3,800（税込）

Bottle

¥ 4,200（税込）

Bottle

¥ 4,800（税込）

PINOT ROSE
【ITALY／ピノビアンコ・ピノネロ】
爽やかで軽快な辛口ロゼスパークリング。

天使のアスティ
ASTI DEGLI ANGEL
【ITALY／モスカートビアンコ】
マスカットの華やかな香りと爽やかな風味を持つ甘口の発泡酒。

ニーノ フランコ プロセッコ
NINO FRANCO PROSECCO
【ITALY／プロセッコ】
口当たりはクリーミでフレッシュ。心地いい飲み口。

Champagne シャンパン
ポメリー

Bottle ¥ 11,000（税込）

POMMERY BRUT
【FRANCE／シャルドネ ピノノワール】
フレッシュかつ力強い味わい。歴史あるシャンパーンメゾン。

モエ エ シャンドン
MOËT E CHANDON IMPERIAL
【FRANCE／シャルドネ ピノノワール】
泡のきめ細やかさ、果実感、余韻。
シャンパーニュの代表格。

Bottle ¥ 11,000（税込）

WhiteWine

白ワイン

コノスル ゲヴェルツ トラミネール
CONO SUR GEWRZ TRAMINER
【CHILE／ゲヴェルツ トラミネール】
マスカットとライチの甘い香りとハーブのスパイシーさが深みのある味合い。

アイ ラブ シャルドネ
I LOVE CHARDONNAY
【AUSTRALIA／シャルドネ】
スッキリとした味わいのシャルドネ。辛口でお料理に合わせやすい１本です。

エスプリ ブラン AOC トゥルサン
ESPRIT BLANC AOC TURSAN
【FRANCE／バロック】
爽やかでエキゾチックな香り、程よい酸味とやわらかい果実味が楽しめます。

スッキリ

Glass

濃い

¥ 650（税込）

Bottle ¥ 3,000（税込）

¥ 800（税込）
Glass
Bottle ¥ 3,900（税込）

¥ 900（税込）
Glass
Bottle ¥ 4,500（税込）

サルトーリ ピノグリージョ オーガニック

Bottle ¥ 3,300

SARTORI PINOT GRIGIO ORGANIC
【ITALY／ピノグリージョ】
青りんごや洋ナシの爽やかな香り。やわらかい口当たりです。

レ タンヌ オクシタン シャルドネ

Bottle ¥ 3,600

LE TANNE EN OCCITANE CHARDONNAY
【FRANCE／シャルドネ】
バランスが良く、
しっかりとした骨格。THE 辛口ワインです。

モンターニュ ノワール ヴィオニエ

Bottle ¥ 4,300

MONTAGNE NOIR VIOGNIER

【FRANCE／ヴィオニエ】
ミネラル感のある豊かな香りとドライでフレッシュな飲み口。

クラインオークレー 82 ホワイト

Bottle ¥ 4,600

CLINS OAKLEY EIGHTY-TWO WHITE

【CALIFORNIA／ソーヴィニヨンブラン・パロミノ】
不思議なブレンドが生み出す、他のどこにもない個性豊かな味わい。

アンテア バレル フェルメンテッド
ANTEA BARREL FERMENTED

【SPAIN／ヴィウラ】
ほのかに香る樽のニュアンスとしっかりした葡萄の味。

Bottle ¥ 4,800

WhiteWine

白ワイン

スッキリ

アルバーナ ディ ロマーナ

濃い

Bottle ¥ 5,400（税込）

ALBANA DI ROMAGNA

【ITALY／アルバーナ】
しっかりとしたボリュームと果実味。酸味のバランスも良し。

アニマ

Bottle ¥ 6,300（税込）

ANIMA

【ROMANIA／シャルドネ】
トロピカルフルーツと桃、
メロンの印象的な香りと、オークから来るバニラの印象。
フルボディでヴェルベッティで酸のバランスも良くエレガント。

ルイジャド ソンジュ ド バッカス

Bottle ¥ 7,300（税込）

LOUIS JADOT SONGES DE BACCHUS

【FRANCE／シャルドネ】
フレッシュな酸味と豊富なミネラル。バランスのとれたエレガントなスタイル。

シャブリ プルミエ クリュ モン ド ミリュー

Bottle ¥ 8,300（税込）

CHABLIS 1er CRU MONT DE MILIEU

【FRANCE／シャルドネ】
生き生きとしたフレッシュな酸味とミネラル感が力強い骨格を形成。
溢れんばかりの果実味が口中を満たします。

トリンバック ゲヴュルツトラミネール

Bottle ¥ 9,000（税込）

TRIMBACH GEWURZTRAMINER

【FRANCE／ゲヴュルツトラミネール】
ライチやスパイスの香り。味わいは力強く芳醇。
とろみがあり、
やや甘い味わいも楽しめます。余韻は辛口ですっきりしたスパイシーさが残ります。

プイィ フュイッセ ルイ ラトゥール
POUILLY FUISSE LOUIS LATOUR

【FRANCE／シャルドネ】
フローラルでフレッシュな香り。良質なシャルドネが持つリッチで丸みのある、

Bottle ¥ 9,500（税込）

Red Wine

赤ワイン

カンポ アリーバ
CAMPO ARRIBA
【SPAIN／モナストレル】
非常に柔らかい口当たりとフレッシュな果実味。
コストパフォーマンス高し。

レ タンヌ オクシタン カベルネソーヴィニョン
LE TANNE OCCITANE CABERNET SAUVIGNON
【FRANCE／カベルネ】
味わいのバランスが見事なカベルネです。香り・味わいともにハイパフォーマンス。

カサウラ モンテプルチアーノ ダブルッツォ
KASAURA MONTEPLCIANO D’ABUZZO
【ITALY／モンテプルチアーノ】
スムースな飲み心地と適度なボリュームが魅力的なワイン。

軽い

重い

Glass

¥ 650（税込）

Bottle ¥ 3,000（税込）

Glass

¥ 700（税込）

Bottle ¥ 3,200（税込）

¥ 850（税込）
Glass
Bottle ¥ 4,200（税込）

ヴィニャ メルセデス ピノ ノワール

Bottle ¥ 3,900（税込）

VINA MERCEDES PINOT NOIR
【SPAIN／ピノノワール】
口当たりはまろやか、パワフルで少しスパイシー。
スペインでは珍しいピノノワール100%。

ゴーツ ド ローム

Bottle ¥ 3,600（税込）

GOATS DO ROAM

【SOUTH AFRICA／シラーズ・ピノタージュ】
リッチな果実味のアロマとクローブやスパイス香を持つリッチなワイン。

デルスール カベルネ ソーヴィニヨン リゼルバ

Bottle ¥ 4,200（税込）

DEL SUR CABERNET SAUVIGNON RESERVA

【CHILE／カベルネ ソーヴィニヨン】
スパイシーでジャミー。樽からの香ばしさを兼ね備えたしっかりワイン。

シエラカンタブリア セレクシオン

Bottle ¥ 4,500（税込）

SIERRA CANTABRIA SELECCION

【SPAIN／テンプラニーニョ】
とてもバランスが良く、飽きのこない、
フルボディタイプ。

ネダバーグ・ピノタージュ

Bottle ¥ 4,800（税込）

NEDERBURG PINOTAGE

【SOUTH AFRICA／ピノタージュ】
豊かな果実の香りとソフトなタンニンが特長であり、丸みのある優しい味わいのワイン。

Red Wine

赤ワイン

軽い

ブルゴーニュ キュベ ラトゥール

重い

Bottle ¥ 5,500（税込）

BOURGOGNE CUVEE LATOUR

【FRANCE／ピノノワール】
繊細なタンニンにきめ細かな酸味。ピノのいい所を取って集めたようなワイン。

フォリス ピノノワール

Bottle ¥ 6,500（税込）

FORIS PINOT NOIR

【OREGON／ピノ ノワール】
深いブラックベリーやチェリーのニュアンス。
滑らかなタンニンと豊かでしっかりとした口当たりの、良質オレゴンピノノワール。

アルコライオ チャンデジミーノ

Bottle ¥ 7,500（税込）

ARCOLAIO CENTESIMINO

【ITALY／チャンデジミーノ】
滑らかで、濃いジャムのようなしっかりとした果実味。
飲み口はスムーズで余韻の酸味が長く続きます。

グリーノック クリーク アリスズ シラーズ

Bottle ¥ 9,800（税込）

GREENOCK ALICES SHIRAZ

【AUSTRALIA／シラー】
非常に濃く、
リキュールのようなとろみとインパクトの強い複雑なアロマ。
濃いだけではなく、不思議なほどにバランスのとれた味わい。

ブルネッロ ディ モンタルチーノ コル ドルチャ
BRUNELLO DI MONTALCINO COL D'ORCIA

【ITALY／サンジョベーゼ グロッソ】
イタリアの長期熟成ワインの代表格。
その中でも年間優秀ワインに輝いた実績のある気品と貫録に溢れた味わい。

Bottle ¥ 12,000（税込）

B E V ERAGE
自家製ハニーレモネード
Home made Honey Lemonade
■

アイスレモネード

¥ 700（税込）

Iced Lemonade
■

ホットレモネード

¥ 700（税込）

Hot Lemonade
■

レモネードソーダ
Lemonade Soda

■

レモネードジンジャー ＊辛口ジンジャエール使用
Lemonade Ginger

ブラッドオレンジ

＊イタリア シチリア島の真っ赤な果汁のオレンジ

¥ 700（税込）

Recomme

nd!

¥ 700（税込）
¥ 550（税込）

Blood Orange

オレンジ［100%］

¥ 500（税込）

Orange Juice

グレープフルーツ［100%］

¥ 500（税込）

Grape Fruit Juice

パイナップル［100%］

¥ 500（税込）

Pineapple

アップル［100%］

¥ 500（税込）

Apple

マンゴー

¥ 500（税込）

Mango

クランベリー

¥ 550（税込）

Cranber ry

トマトジュース

¥ 550（税込）

Tomato Juice

コカ・コーラ

¥ 400（税込）

Coca - Cola

ジンジャーエール

¥ 400（税込）

Ginger Ale

ウーロン茶

¥ 400（税込）

Oolong Tea

ペリエ［330ml］

¥ 600（税込）

Per rier

サンペレグリノ［500ml］
S.Pellegrino

¥ 700（税込）

