
drink

and

wine list

heartland Draft 
ハートランド ドラフト

600

non alchol beer
ノンアルコールビール

500

shandy guff
シャンディガフ

550

beer
ビール

highball 
ハイボール

500

ginger highball
ジンジャーハイボール

500

coke highball
コークハイボール

500

highball
ハイボール

smirnoff ice - original
オリジナル

smirnoff ice - green apple bite
グリーンアップルバイト

smirnoff ice - wild grape
ワイルドグレープ

smirnoff ice
スミノフアイス

all 600

white wine 
× peach, orange, mango

白ワイン x ピーチ & オレンジ & マンゴー

red wine 
× range, cassis

赤ワイン x オレンジ & カシス

white wine 
× grapefruit, pineapple, orange

白ワイン x グレフル & パイン & オレンジ

sangria
ギュギュッと搾ったサングリア（グラスでの販売です）

glass / all 550

orange juice
オレンジジュース

550

pineapple juice
パイナップルジュース

550

grapefruit juice
グレープフルーツジュース

550

cranberry juice
クランベリージュース

550

campari orange
カンパリ＆オレンジ

650

campari pineapple
カンパリ＆パイン

650

campari grapefruit
カンパリ＆グレープフルーツ

650

other cocktails
ほかカクテル

cassis orange
カシス＆オレンジ

650

cassis grapefruit
カシス＆グレープフルーツ

650

cassis soda
カシスソーダ

600

cassis oolong
カシスウーロン

600

double grapefruit
Wグレープフルーツ

650

fresh Fuzzy navel
ファジーネーブル

650

cranberry pine
クランベリーパイン

650

california lemonade
カリフォルニアレモネード

650

cola
コーラ

400

ginger ale
ジンジャーエール

400

soft drink
ソフトドリンク

Perrier ( 330ml )
ペリエ（ 330ml ）

500

oolong tea
ウーロン茶

400

blended coffee ( hot / iced )
ブレンドコーヒー（ ホットor アイス ）

450

espresso
エスプレッソ

550

coffee & tea
コーヒー＆ティー

cappuccino
カプチーノ

550

cafe latte
カフェラテ

550

mint tea
ミントティー

550

peach tea
ピーチティー

550

strawaberry tea
ストロベリーティー

550

Darjeeling tea ( hot / iced )
ダージリン（ ホットor アイス ）

450

Earl Grey tea
アールグレイ

450

mojito
モヒート

650

grape fruit mojito
グレープフルーツモヒート

650

orange mojito
オレンジモヒート

650

mojito
モヒート

pineapple mojito
パイナップルモヒート

650

表示価格は税抜きです. price excluding tax.表示価格は税抜きです. price excluding tax.



4800
グローブストリート・ワイナリー　プライベートキュヴェ

フルーティーな爽快感、フレンチコロンバールの豊かな香り。

Grove Street Winey Private Cuvee
( California / U.S.A.)

6200
シャンドン　ブリュット

正統派シャンパーニュ スタイルのスパークリングワイン。

Chandon Brut
( Yarra Valley / Australia )

Sauvignon Blanc
ソーヴィニヨンブラン

4800
キャッスルロック

溢れる果実味ときれいな酸。カリフォルニアならではのコスパ。

Castle Rock
( Mendocino / U.S.A. )

4000
ペッパーウッドグローブ

青リンゴやレモンのアロマとキリッとした酸味の親しみやすい SB。

Pepperwood Grove
( California / U.S.A. )

Chardonnay
シャルドネ

4900
ベリンジャー　ファウンダーズ・エステート

老舗ベリンジャー。果実の華やかな香りとクリーミーさが良バランス。

Beringer Founders' Estate 
( California / U.S.A.)

4000
ドミノ

しなやかな口当たり、洋ナシ、青りんご、柑橘のフレーバー。

Domino
( California / U.S.A. )

5700
ニュートン

ふくよかな果実味と樽香の厚み。CA 産CHの個性を表現した1本。

Newton
(  Napa Valley / California / U.S.A. )

3300
クウェイル・クリーク

フレッシュでスムーズな飲み口、食事に万能なスタイル。

Quail Creek
( California / U.S.A. )

3600
ロンズデイル・リッジ

熟したリンゴや梨の風味が口いっぱいに広がり、長く爽やかな後味。

Lonsdale Ridge
( australia )

Other Whtie
ほか白

5200
シー・グラス　リースリング

桃の香り豊か、余韻にほのかな甘みの続く優しいワイン。

Sea Glass  Riesling
( Monterey / U.S.A. )

4000
シャトー・メルシャン　アンサンブル萌黄

日本のブドウをブレンドして生まれる味わいのアンサンブル。

Chateau Mercian  Ensenble Moegi
( yamanashi / japan )

Pinot Noir
ピノノワール

5700
キャッスル・ロック

果実味、エレガントな酸、細やかなタンニンのバランス◎。

Castle Rock
( Carneros / U.S.A. )

4800
イントゥー

ふくよかな果実味たっぷり、アメリカンスタイルのピノ。

INTO
( California / U.S.A. )

4200
スリー・シーブス

スパイシーさを感じる黒い果実のアロマと美しい酸。

Three Thieves
( California / U.S.A. )

Cabernet Sauvignon
カベルネソーヴィニヨン

3000
グレイフォックス・ヴィンヤード

エレガントなアロマ、ピュアな旨味のスムースなカベルネ。

Gray Fox Vineyard
( California / U.S.A. )

4800
イントゥー

アメリカンなボトルデザイン、エレガントでバランスの取れたCS。

INTO
( California / U.S.A. )

5800
ニュートン　クラレット

緻密で上品、ナパカウンティ産の上質なボルドーブレンド。

Newton Claret
( napa valley / California / U.S.A. )

4400
スリー・シーブス

濃さとタンニンで食欲をそそるお肉料理にぴったりなワイン。

Three Thieves
( California / U.S.A. )

Shiraz
シラーズ

4000
クラッカージャック

完熟ベリー&甘いスパイスの香り。滑らかなタンニン。

Cracker Jack
( australia )

Merlot
メルロー

5500
グラン・ポレール　古里ヴィンヤード

ベリーのアロマと柔らかなタンニン、ソフトな余韻の長野産メルロー。

Grande Polaire  Furusato Vineyard
( Nagano / Japan )

Other Red
ほか赤

3900
シャトー・メルシャン　アンサンブル藍茜

長野県産メルロー、山梨県産のマスカット・ベーリーＡなどをブレンド

Chateau Mercian  Ensenble Aiakane
( yamanashi / japan )

white /白

red /赤sparkling /スパークリング

表示価格は税抜きです. price excluding tax.

glass sparkling wine グラススパークリングワイン ... 500 グラスワインは別紙をご覧ください

グラスワインは別紙をご覧ください

please check another by the glass wine list.別紙のグラスワインリストも合わせてご覧下さい .

about wines not listed, tell us your request.この他にもストックがございます　スタッフまでお申し付け下さい .


