Drink Menu
Draft Beer

Cocktail カクテル

生ビール
\820

・ アサヒスーパードライ
Asahi Super Dry / JAPAN

All ￥800

Wine

Beer

ワインベース

Bottle Beer

瓶ビール

・ アサヒスーパードライ

\820

Asahi Super Dry / JAPAN

・ モレッティ

\820

Moretti / ITALY

・ ハートランド

\720

Heartland / JAPAN

・ コロナ

\720

Corona / MEXICO

・ ギネス

\720

Guinness / IREALAND

・ ノンアルコールビール

\720

Nonalcoholic Beer / JAPAN

スプリッツァー

キティ

シャンディーガフ

Spritzer

Kitty

Shandy Gaffl

キールロワイヤル

キール

レッドアイ

Kir Royal

Kir

Red Eye

ミモザ
Mimosa

Gin

Vodka

Tequila

ジンベース

ウォッカベース

テキーラベース

ジントニック

モスコミュール

テキーラサンライズ

Gin Tonic

Moscow Mule

Tequila sunrise

ジンバック

スクリュードライバー

メキシコーラ

Gin Buck

Screw Driver

Mexicola

ジンライム

ブルドック

テキーラトニック

Gin Lime

Bulldog

Tequila Tonic

ジンリッキー

ブラッディマリー

Gin Rickey

BloodyMary

Cassis
カシスベース
カシスオレンジ

Wisky ウイスキー

Cassis Orange

カシスグレープフルーツ

・ 角ハイボール

\600

Whisky With Soda

Cassis Grapefruit

カシスウーロン

Cassis Oolong Tea

・ バランタイン （ロック / 水割り / ストレート）
Ballantines

（S)\820 (W)\1,640

・ I.W. ハーパー （ロック / 水割り / ストレート）
I.W.Harper

(S)\820 (W)\1,640
・ ワイルドターキー （ロック / 水割り / ストレート）
Wildturkey

(S)\1,030 (W)\2,060

ビールベース

カシスソーダ

Campari
カンパリベース
カンパリオレンジ

Campari Orange

カンパリグレープフルーツ

CampariGrapefruit

Amaretto
アマレットベース
アマレットジンジャー

Amaretto Ginger

イタリアンアイスティー

Italian Iced Tea

カンパリソーダ

Campari Soda

スプモーニ

Cassis Soda

Spumoni

Whisky

Limoncello

ウィスキーベース

リモンチェッロベース

ウィスキーコーク

リモンチェッロソーダ

Whisky Coke

Limoncello Soda

ウィスキージンジャー

リモンチェッロトニック

Whisky Gingerale

Limoncello Tonic

Non-Alcohol Cocktail
ノンアルコールカクテル

・ 白州 （ロック / 水割り / ストレート）
HAKUSHU

シャーリーテンプル （グレナデンシロップ＋ジンジャーエール＋グレープフルーツ）
Shirley Temple

(S)\1,240 (W)\2,480

シチリアーナ （ブラッドオレンジ＋ジンジャーエール）
Siciliana

Soft drink

Bottle Green

ソフトドリンク
\700

・ ジンジャーエール
Gingerale

ボトルグリーン

ボトルグリーンスパークリング （HerbarSparklingWater)
…天然のハーブや果汁とスプリングウォーターを

\700

・ コーラ
Coke

微炭酸で仕上げたナチュラルで爽やかなフレーバー水。

・ エルダーフラワー

All\７50

Elderflower

\700

・ オレンジジュース
Orange Juice

\700

・ グレープフルーツジュース
Grapefruit Juice

マスカットやライチを思わせるさわやかな味わい。

・ ザクロ＆エルダーフラワー
Pomegranate&elderflower

手積みしたエルダーフラワーとザクロの甘酸っぱい味わい。

\750

・ ブラットオレンジシュース
Blood Orange Juice

・ ジンジャー＆レモングラス

Ginger with a hint of lemongrass

\７50

・ トマトジュース

レモングラスの爽やかな香りがアクセントのジンジャーエール。

Tomato juice

￥70０

・ ウーロン茶
Oolong Tea

・ アルガーノ葡萄果汁 ( 白） ストレート１００％
/ 勝沼醸造

\750

Digestif

食後酒

Grape juice(WHITE)

山梨県の甲州種の魅力をそのまま瓶詰めした高品質な葡萄果汁。
葡萄の風味が生きており、 上品な甘さが口一杯に広がります。

Limoncello ( リモンチェッロ )
・ リモンチェッロ / ミネオ社

・ アルガーノ葡萄果汁 ( 赤） ストレート１００％
/ 勝沼醸造

\750

\800

Lemoncello/Mineo
地中海沿岸で造られるレモンリキュールです。

Grape juice(RED)

太陽の光を浴びて育った黒ぶどうを厳選し、 そのまま瓶詰めしました。
ぶどう本来の控えめな甘さと爽やかな風味を楽しむことが出来ます。

Dessert wine ( デザートワイン )
・ パッシート ・ ビアンコ / カヴァルキーナ （５０ｍｌ）

\７50

PassitoBianco/Caval China

Water

ミネラルウォーター

・ アクアパンナ

（産地 / イタリアヴェネト州 品種 / ガルガネガ、 ミュラートゥルガウ）
とろりとした凝縮感の高い口当たりで、 しつこさのない程よい甘さです。

\700

Acqua Panna

・ サンペレグリノ

\700

Sanpellegrino

・ ペリエ

\700

Perrier

16:30 ～のご注文には上記価格に別途 10% のサービス料を頂戴しております。
(Tax included in.An additional 10% service charge will be added.)

