お飲物

DRINKS
フリードリンク All you can drink menu ¥2,500
スパークリングワイン / 赤ワイン / 白ワイン / 生ビール / レモンサワー / グレープフルーツサワー
黒ウーロン茶ハイ / ハイボール / 焼酎（芋・麦）/ 梅酒
黒ウーロン茶 / 緑茶 / オレンジジュース / グレープフルーツジュース / コーラ / ジンジャエール
Sparkling Wine / Glass Red Wine / Glass White Wine / Draft Beer / Lemon sour/ Grapefruit sour / Oorong Hai
High ball / Shouchu (Potato / Barley) / Plum Wine / Oorong Tea / Green Tea / Orange Juice / Grapefruit Juice / Cola / Ginger Ale

※フリードリンクはグループ内全員揃ってのご注文をお願い致します。2時間制、90分でラストオーダーとさせていただきます。
※Please order this menu for everyone in the group.This menu is two-hour system. Additional drinks are available until after 90 minutes.

BEER

サッポロ黒ラベル 生ビール
SAPPORO black label draft beer

サッポロプレミアム アルコールフリー
SAPPORO premium alcohol free (non alcohol beer)

SOUR

レモンサワー

Shochu with lemon soda

¥800
¥600

¥700

グレープフルーツサワー

¥700

ブラッドオレンジサワー

¥700

黒ウーロン茶ハイ

¥700

Shochu with grapefruit soda

Shochu with blood orange soda
Shochu with black oolong tea

ハイボール

HIGH BALL

Whiskey highball

¥700

コークハイボール

¥700

山崎ハイボール

¥900

Coke whiskey highball

YAMAZAKI whiskey highball

末廣 山廃純米吟醸 4 合瓶

SAKE

Suehiro Yamahaijikomi Junmaiginyjo 720ml

¥700

白加賀でつくった梅酒
Plum wine

富乃宝山（芋）─ 鹿児島 ─

SHOCHU

TOMINOHOUZAN (Potato) -Kagoshima-

山崎

YAMAZAKI

白州

HAKUSHU

※価格は税別表示です。
別途消費税がかかります。

¥800
¥800

吉四六（麦）─ 大分 ─
Kichomu (Barley) -Oita-

¥5,000

WHISKY

¥900
¥900

※お席料として￥300（税込）、お会計時に10％のサービス料を
別途頂戴いたします。

※All prices are subject to tax, seat charge (300 yen with tax) and 10% service charge.

GLASS WINE

クレマンドブルゴーニュ（スパークリングワイン・辛口）

¥900

コンドールアンディーノトロンテス（白ワイン・辛口）

¥800

Cremant de Bourgogne Tasteviné (Sparkling Wine)
Condor Andino Torrontes (White Wine)

イナマ ソアヴエ クラシコ（白ワイン・辛口）

¥1,000

ポートレー シャブリ ロンシャン（白ワイン・辛口）

¥1,200

Soave Classico Inama (White Wine)

Chablis Ronsien <Alain Pautre> (White Wine)

コンドールアンディーノ シラーズ（赤ワイン・フルボディ）

Condor Andino Shiraz (Red Wine)

¥800

ランゲ ネビオッロ（赤ワイン・ミディアムボディー）

¥1,000

シャトー ド カンプージェ ラ ソムリエール（赤ワイン・フルボディ）

¥1,200

Lange Nebbiolo Elio Filippino (Red Wine)

Chateau de Campuget la Sommeliere (Red Wine)

ベリーニ

WINE COCKTAIL

Bellini

¥900

キールインペリアル

¥900

ブラッドミモザ

¥900

スプリッツァー

¥800

カリモーチョ

¥800

Kir Imperial

Blood mimosa
Spritzer

Kalimotxo

黒ウーロン茶

SOFT DRINK

Black oolong tea

¥600

緑茶

¥600

ブラッドオレンジジュース

¥600

グレープフルーツジュース

¥600

コカ・コーラ

¥600

ウィルキンソン ジンジャーエール

¥600

アクアパンナ ミネラルウォーター

¥800

ヒルドン スパークリングウォーター

¥800

Green tea
Blood orange juice
Grapefruit juice
COCA-COLA

WILKINSON ginger ale

ACQUA PANNA mineral water
HILDON sparkling water

※価格は税別表示です。
別途消費税がかかります。

※お席料として￥300（税込）、お会計時に10％のサービス料を
別途頂戴いたします。

※All prices are subject to tax, seat charge (300 yen with tax) and 10% service charge.

ワインリスト

BOTTLE WINE
SPARKLING WINE スパークリングワイン
白・辛口

アイム ブラン・ド・ブラン フロムフランス
I'm Blanc de blancs from france

¥4,600

750ml

フランスのシャルドネを使用し、王道かつ上品な味わいのスパークリングワイン。
産地│フランス

品種│シャルドネ

辛 口

クレマンドブルゴーニュ

Cremant de Bourgogne Tasteviné

¥6,000

750ml

コクのある泡立ちで食前にも食中にも美味しいブルゴーニュ利き酒騎士団認定のクレマン。
産地│フランス・AC クレマン・ド・ブルゴーニュ

品種│シャルドネ 70％、ピノ・ノワール 30％

WHITE WINE 白ワイン
辛 口

コンドールアンディーノトロンテス
Condor Andino Torrontes

¥3,900

750ml

すっきりとした酸味と、ふんわりとハチミツのような果実の甘味が心地良く、食前酒としても楽しめます。
産地│アルゼンチン

品種│トロンテス

中 口

アイム シャルドネ フロム サザン・フランス
I'm Chardonnay from Southern France

南仏のシャルドネを分かりやすく表現した、フルーティーなシャルドネ。
産地│南フランス

¥3,900

750ml

品種│シャルドネ

辛 口

アルティチュード イクシール
Altitudes White IXSIR

¥5,500

750ml

フローラルなアロマと、マスカットやグレープフルーツの香りが豊かでシャープな口当たりを楽しめます。
産地│レバノン

品種│オベイデ、ミュスカ、ヴィオニエ

中甘口

カンタ リースリング

Kanta Rieslinge Australia

花の蜜のような味わいに、フルーティーな香りのリースリング。
産地│オーストラリア

750ml

¥12,000

品種│リースリング

辛 口

コンドリュー ロマン・デュヴェルネイ
Condrieu (Romain Duvernay)

750ml

¥14,000

なめらかな酸味のリッチなテクスチャーで、たっぷりとした果実味が長く続きます。
産地│コンドリュー

品種│ヴィオニエ

辛 口

マボロシ シャルドネ

MABOROSHI Chardonnay Los Carneros

750ml

¥16,000

果実味、清らかなミネラル感、ほんのりと絶妙な樽香が、程よくバランスが取れた真のシャルドネ。
産地│アメリカ

品種│シャルドネ

CHAMPAGNE シャンパン
＜特別な日に大切な方と、感謝の気持ちを込めて…＞
辛 口

ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2004
Dom Pérignon

750ml

¥29,000

清潔感あるブロンズ色に、くだもののアロマが漂い、舌触りは絹のような新鮮味があります。
産地│フランス・シャンパーニュ

品種│ピノノワール、シャルドネ

RED WINE 赤ワイン
フルボディ

コンドールアンディーノ シラーズ
Condor Andino Shiraz

ブルーベリーやプラムを思わせる、凝縮した黒い果実の豊かな味わい。
産地│アルゼンチン

750ml

品種│シラーズ

フルボディ

アイム カベルネ・ソーヴィニヨン フロム カリフォルニア
I'm Cabernet Sauvignon from California

圧倒的コストパフォーマンスの、カリフォルニアのカベルネソーヴィニヨン。
産地│アメリカ

¥3,900

750ml

¥3,900

品種│カベルネソーヴィニヨン

ミディアムボディー

ランゲ ネビオッロ

Lange Nebbiolo Elio Filippino

750ml

¥5,000

イタリアワインの王様のバローロに使われる品種のネビオッロをライトなテイストに仕上げた赤ワイン。
産地│イタリア

品種│ネビオッロ

フルボディ

シャトー ド カンプージェ ラ ソムリエール
Chateau de Campuget la Sommeliere

フローラルでエレガントな香りがするフルボディーの赤ワイン。
産地│フランス

750ml

¥6,500

品種│シラー

フルボディ

シャトー ローラン・ド・ヴィ
Chateau Rollan de By

750ml

¥8,000

ブラインドテイスティングで5大シャトーやペトリュスを超えた実力派ワイナリーの1本。
産地│フランス・AC メドック：クリュ・ブルジョワ

品種│メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド

ミディアムボディー

バルバレスコ サンクリストフォロ

Barbaresco (San Cristoforo) Elio Filippino

750ml

¥9,300

イタリアワインの女王「バルバレスコ」。シルキーで豊かなタンニン分を持つ1本。
産地│イタリア

品種│ネビオッロ

フルボディ

シャトー デュアールミロン 2003
Duhart-Milon Rothschild

750ml

¥30,000

スタイルはラフィット・ロスチャイルドに近くエレガントでバランスがとれており上品。
産地│ AC ポイヤック

品種│メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン

フルボディ

シャトー シュバルブラン 1998
Cheval Blanc

¥129,000

750ml

サン・テミリオンの中でも独特の存在感を放つ、 凝縮した豊かな果実味と精密さに優れたボルドー右岸の頂点。
産地│ AC ポイヤック

品種│メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド

※価格は税別表示です。
別途消費税がかかります。

※お席料として￥300（税込）、お会計時に10％のサービス料を
別途頂戴いたします。

※All prices are subject to tax, seat charge (300 yen with tax) and 10% service charge.

