Drink menu
Beer

生ビール

ドリンクメニュー

Sanglia 自家製サングリア 赤
Coktail

カクテル

￥

580(税込￥ 638)

ALL ￥ 580(税込￥ 638)

ノンアルコールカクテル
ノンアルコールサングリア

スーパードライ

洗練されたクリアな辛口

￥

530(税込￥ 583)

ジントニック、ジンバック、モスコミュール、スクリュードライバー

ブルーレモンスカッシュ

よなよなエール

クラフトビールの王道

￥

680(税込￥ 748)

カシスオレンジ、カシスソーダ、ファジーネーブル

ジンジャーベリーニ

￥

680(税込￥ 748)

ピーチウーロン、キティ、カリモーチョ、ミモザ

フルーティーソーダ

スプリッツァー、オペレーター、キール

コークレモネード

常陸野ゆずラガー

華やかな香りとキレ

シャンディガフ

ジンジャーエール割り

￥

530(税込￥ 583)

レッドアイ

トマトジュース割り

￥

530(税込￥ 583)

トロピカルミックス
シチリアンレモンサワー

アサヒドライゼロ

アルコール ０ ％

￥

450(税込￥ 583)

ハイボール

中身のお代わり

角ハイボール

￥

480(税込￥ 528)

ジンジャーハイボール

￥

480(税込￥ 528)

コークハイボール

￥

480(税込￥ 528)

メーカーズハイボール

￥

650(税込￥ 715)

シーバスリーガルハイボール

￥

650(税込￥ 748)

※ロックや、水割りでもお作り致します。

￥

480(税込￥ 528)

￥

750(税込￥ 825)

￥

250(税込￥ 275)

ベリーヨーグルト

レモンサワーコンテスト 準グランプリ

バラ香るフローズンレモンサワー

Hiball

ALL ￥ 580(税込￥ 638)

Softdrink ソフトドリンク
コカ・コーラ
ジンジャーエール
炭酸水
トマトジュース

ALL ￥ 400(税込￥ 440)

オレンジジュース
グレープフルーツジュース
パイナップルジュース
カルピスウォーター

Coffe ＆ Tea カフェメニュー
Shochu
麦 中々
芋 富乃宝山

焼酎 ALL ￥ 550(税込￥ 605)

烏龍茶
紅茶 4 種ブレンド(アイス or ホット)
コーヒー(アイス or ホット)

400(税込￥ 440)
￥ 450(税込￥ 495)
￥ 450(税込￥ 495)

￥

※ホットコーヒーは、サイフォンでお作りする為、お時間頂戴致します。

カフェオレ(アイス or ホット)
カプチーノ(アイス or ホット)

500(税込￥ 550)
￥ 500(税込￥ 550)

￥

Glass of wine
RED

グラスワイン

⾚

125 ｍｌ
ALL

ファジオ ネロダーヴォラ

￥

イタリア

パンゴリン シラーズ

南アフリカ

⽩

Wite

ファジオ カタラット

Sparkling

380(税込￥ 418)

￥

￥

イタリア

540(税込￥ 594)

ファジオ ネロダーヴォラ

溢れる果実味と飲みごたえのある味わい

ミッシェル マルベック

180 ｍｌ

380(税込￥ 418)

￥

540(税込￥ 594)

フルーティかつコクのあるシチリアワイン

アルゼンチン

ボトル 赤ワイン

熟した果実味の上品なシチリアワイン

125 ｍｌ
ALL

ミッシェル トロンテス

180 ｍｌ

ブルーチーズに良く合う、爽やかさな味わい

イタリア

南アフリカ

ロスガンソス ピノノワール

ベンド カベルネ

溢れる果実味と飲みごたえのある味わい

スペイン

カリフォルニア

ボトル 白ワイン
スパークリング

125 ｍｌ
￥

ドンウルリコ ガルガーネガ

イタリア

180 ｍｌ

450(税込￥ 495)

￥

630(税込￥ 594)

きめ細かな泡立ちのフレッシュなスプマンテ

プレミアムボトルワイン ALL
赤 フォルネーゼ ドンカミッロ

￥

3480(税込￥ 3828)

ヴェルコープ ローレイロ
ミッシェル トロンテス

お肉料理にも合わせやすいピノノワール
濃厚ながらジューシーでまろやかな口当たり
優しい口当たりと、オーク樽の豊かな香り

ALL

￥

2080(税込￥ 2288)

イタリア

フルーティかつコクのあるシチリアワイン

ポルトガル

レモンやライムを思わせる微発砲ワイン

アルゼンチン

ロスガンソス シャルドネ

チリ

ブルーチーズに良く合う、爽やかさな味わい
柑橘系果実とトロピカルな辛口ワイン

イタリア

オーナー自らの名前の入った自信の 1 本。パワフルで魅力のあるフルボディワイン

白 ソアーヴェ クラッシコ ピエロパン

ファジオ カタラット

2080(税込￥ 2288)

チェリーやスパイス。長い余韻が特徴

チリ

ボデガス ガルナッチャ

￥

熟した果実味の上品なシチリアワイン

アルゼンチン

パンゴリン シラーズ

ALL

イタリア

ボトル スパークリング

ALL

￥

2280(税込￥ 2508)

ドンウルリコ ガルガーネガ

イタリア

きめ細かな泡立ちのフレッシュなスプマンテ

マスティオ ロゼ

イタリア

ラズベリーを感じさせるフルーティなロゼ

エレガントかつフレッシュな果実味。コクとミネラルを感じる本来のソアーヴェ

スパークリング 日本のあわ 甲州シャルドネ

日本

爽やかさとふくよかさを併せ持つ国産ワイン。程よい樽香も感じられるリッチな味わい

ルネラフランス ブリュット

フランス

リンゴやシトラスのバランスの取れた味わい

