
【カクテル各種／Cocktails】   

＊ミモザ／Mimoza            \1,000 
＊キール／Kir             \1,000 

＊キール・ロワイヤル／Kir Royal           \1,500 

＊シャンディ・ガフ／Beer & Ginger Ale           \800 

＊ジントニック／Gin & Tonic            \800 

＊カシスオレンジ／Cassis & Orange           \800 

＊ハイボール／Whiskey & Soda              \800 

 

この他のカクテルはご相談くださいませ。 

 

【生ビール／Draft Beer】    

＊キリン ハートランド／KIRIN HEARTLAND Draft         \800 

ピルスナースタイルの麦芽 100%アロマホップ 100%ビール。ボディは軽めだがキレがよく、爽やかな香りとあいまって清々しい味わい。 

【ノンアルコールドリンク／Non Alcoholic Drinks】   

＊キリン 零一／Non Alcoholic Beer (334ml)        \800 

＊ノンアルコールスパークリングワイン／Non Alcoholic Sparkling Wine        (200ml)  \1,200 

＊ノンアルコール白ワイン／Non Alcoholic Still Wine“White”(グラス)    \1,200 

＊ノンアルコール赤ワイン／Non Alcoholic Still Wine“Red”  (グラス)    \1,200 

 

【ミネラルウォーター／Mineral Water】 

＊アクアパンナ／Natural Mineral Water Acqua panna (500ml)     \1,200 

＊サンペレグリノー／Sparkling Water Sanpellegrino (500ml)       \1,200 

 

 

【ソフトドリンク／Soft Drinks】 

＊ジンジャーエール／Ginger Ale                    \600 

＊オレンジジュース／Orange Juice                     \600 

＊グレープフルーツジュース／Grapefruit Juice         \600 

＊ぶどうジュース／Grape Juice                 \600 

＊烏龍茶／Oolong Tea             \600 

＊コカ・コーラ／Coca-Cola           \600 

 



【グラスワイン】 

  【スパークリングワイン ／ Sparkling Wine】   

＊NV Cava La Rosca カヴァ ラ ロスカ (スペイン・ペネデス)  ￥1,000 

〈品種〉パレリャーダ、チャレロ、マカベオ 

瓶内二次発酵で最低 9 カ月の熟成、青リンゴを想わせるフレッシュな果実の香り 

 

＊NV Champagne Francis Orban フランシス オルバン（フランス・シャンパーニュ） ￥1,500 

〈品種〉ピノムニエ 100％ 

有名大手メゾンも購入される、優良畑”ヴェルジニー”のブドウを使ったブランドノワール 

 

          【白ワイン ／ White Wine】                                

＊2020 Lavis Tradition Chardonnay               ￥1,200 

ラヴィス・トラディション・シャルドネ（イタリア トレンティーノ アルト アディジェ州） 

〈品種〉シャルドネ 100% 

「ドロマイト（苦灰岩）」や「斑岩」を含む、石灰岩土壌のシャルドネ 

 

＊2020  Le Bouquet Sauvignon Blanc            ￥1,500 

ル・ブーケ・ソーヴィニヨン・ブラン（フランス ロワール） 

〈品種〉ソーヴィニヨンブラン 100％ 

ロワール地方の銘醸地サンセールで、1850 年より続く老舗メゾン 

 

      【赤ワイン ／ Red Wine】          

＊2017  Michel Picard Bourgogne Pinot Noir                         ￥1,200 
ミッシェル・ピカール ブルゴーニュ ピノノワール（フランス ブルゴーニュ） 

〈品種〉ピノ ノワール 100％ 

フレッシュな酸味と果実味にやわらかなタンニン 

 

＊2014  Ronan by Clinet                                       ￥1,200 

ロナン バイ クリネ（フランス ボルドー）     

〈品種〉メルロー100％ 

ベリー系果実やスパイスのアロマ、なめらかな口当たりとしっかり残る余韻のバランスが素晴らしい 

 

＊2011  Chateau Gadet Terrefort       ￥1,500 

シャトー ガデ テールフォール（フランス ボルドー）     

〈品種〉カベルネ・ソーヴィニヨン 70％ メルロー30％ 

2006 年に新しくメドック地区の格付けとなった“クリュアルチザン”注目の格付けシャトー 

 

 



【ボトルワイン】 

  【スパークリングワイン ／ Sparkling Wine】      

      NV Cava La Rosca         ￥4,000 

        カヴァ ラ ロスカ（スペイン・ペネデス）                          

        〈品種〉パレリャーダ、チャレロ、マカベオ 

        瓶内二次発酵で最低 9 カ月の熟成、青リンゴを想わせるフレッシュな果実の香り 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

      NV Champagne Francis Orban       ￥12,000 

         シャンパーニュ フランシス オルバン（フランス・シャンパーニュ）            

         〈品種〉ピノムニエ 100％  

         有名大手メゾンも購入される、優良畑”ヴェルジニー”のブドウを使ったブランドノワール 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          【白ワイン ／ White Wine】           

2020 Valmont Blanc       ￥4,000 

      ヴァルモン ブラン（フランス ラングドック） 

          〈品種〉テレ・ブラン 50％ シャサン 40％ ソーヴィニヨン・ブラン 10％ 

フルーティーで柔らかな酸味のあるしっかりした構成 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2020 Old Coach Road       ￥4,000 

オールド コーチ ロード（ニュージーランド 南島）             

〈品種〉リースリング 100% 

レモンやライムを思わせる華やかな香り、フレッシュな酸味と甘味のバランスが取れたワイン 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2020 Lavis Tradition Chardonnay     ￥6,000  

ラヴィス・トラディション・シャルドネ（イタリア トレンティーノ アルト アディジェ州）             

〈品種〉シャルドネ 100% 

「ドロマイト（苦灰岩）」や「斑岩」を含む、石灰岩土壌のシャルドネ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2018 Beringer Founders’Estate Chardonnay   ￥6,000 

ベリンジャー ファウンダース エステート シャルドネ（アメリカ合衆国 カリフォルニア）             

〈品種〉シャルドネ 100% 

洋梨の爽やかな香り、トロピカルなフレーバー、クリーミーな味わいがバランスよく融合 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 



 

 

          【赤ワイン ／ Red Wine】              

 2019 La Vieille Ferme Rouge     ￥4,000 

 ラ･ヴィエイユ･フェルム･ルージュ（フランス コード・デュ・ローヌ） 

 〈品種〉グルナッシュ 50% シラー20% カリニャン 15% サンソー15% 

 熟したイチゴやチェリーの香りにスパイスのニュアンスに溢れた芳醇な辛口赤ワイン 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  2019 Gran Sasso  Montepulciano d'Abruzzo   ￥4,000 

 グランサッソ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ（イタリア アブルッツォ州） 

 〈品種〉モンテプルチアーノ 

 和食からフランス料理など幅広いお料理と合わせやすいワイン 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  2017 Michel Picard Bourgogne Pinot Noir    ￥6,000 

  ミッシェル・ピカール ブルゴーニュ ピノノワール（フランス ブルゴーニュ）         

 〈品種〉ピノノワール 100％ 

 コート・シャロネーズとコート・ド・ボーヌの樹齢 30年以上のピノ・ノワールをブレンド 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  2014 Ronan by Clinet      ￥6,000 

  ロナン バイ クリネ（フランス ボルドー）         

 〈品種〉メルロー100％ 

 まろやかなタンニンと芳醇な味わいの楽しくバランスの良いメルロー 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

今月のおすすめワイン！ 
 

 

きれいな桜色のロゼ。今の季節にピッタリです！ 

 

ボトル￥5,000(税込) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カヴァとはシャンパンと同じ伝統的製法で造られる、スペイン産のスパークリングワイン。 

フランスのシャンパン、イタリアのプロセッコに並ぶ世界 3大スパークリングワインです。 

 

 

 

 


