SAKE COCKTAIL /

日本酒カクテル

SAKE TONIC

¥1,200

サケ トニック / ジン、柚子、日本酒、トニックウォーター、塩昆布

YUZU HONEY MOJITO

MELA CANNELLA

¥1,200

メーラ カネッラ / 林檎、カンパリ、日本酒、シナモン

¥1,400

ユズ ハニー モヒート / 柚子、蜂蜜、日本酒、ミント、ソーダ

JPN AMARETTO GINGER YUZU or LEMON？

¥1,100

KIR ROYAL

¥1,100

ジャパニーズ アマレット ジンジャー / アマレット、日本酒、ジンジャーエール

COCKTAIL / カクテル
SEASONAL APERITIF

¥1,500

季節の食前酒

HOMEMADE SANGRIA

キールロワイヤル / スパークリングワイン、カシス

¥1,200

KIR

¥1,000

キール / 白ワイン、カシス

自家製サングリア

BEER & HIGHBALL / ビール＆ハイボール
＜プレミアムビール＞

MASTERS DREAM / DRAFT BEER

¥1,200

マスターズドリーム / 生ビール

SEASONAL CRAFT BEER / BOTTLE BEER

¥1,200

季節のクラフトビール / 瓶ビール

HIGHBALL

THE PREMIUM MALT'S / DRAFT BEER

¥900

ザ プレミアムモルツ / 生ビール

ALL / NON ALCOHOL BEER

¥800

オールフリー / ノンアルコール ビール

¥850

ハイボール

MINERAL WATER / ミネラルウォーター
ACQUA PANNA 750ml / STILL

¥1,100

アクアパンナ 750ml / ガスなし

ST.PELLEGRINO 750ml / SPARKLING

¥1,100

サンペレグリノ 750ml / ガスあり

SOFT DRINK / ソフトドリンク
SEASONAL APERITIF / NON-ALCOHOL

¥1,200

季節の食前酒 / ノンアルコール

TRANSPARENT TOMATO JUICE 300ml /
BOTTLE

¥2,500

¥800

DIABOLO POMME / LEMONADE+GREEN APPLE

¥700

GRAPE JUICE

¥700

ブドウジュース

¥800

ディアボロフレーズ / レモネード、ストロベリーフレーバー

ディアボロポム / レモネード、青リンゴフレーバー

GRAPEFRUIT JUICE
グレープフルーツジュース

ディアボロマント / レモネード、ミントフレーバー

DIABOLO FRAISE /
LEMONADE+STRAWBERRY

¥700

オレンジジュース

黄金のトマトクリスタルジュース 300ml / 瓶

DIABOLO MENTHE / LEMONADE+MINT

ORANGE JUICE

COLA

¥700

コーラ

¥800

GINGER ALE / DRY or SWEET
ジンジャーエール / 辛口 又は 甘口

¥700

BY THE GLASS / グラスワイン
Wine Pairing 3 Glasses / ワインペアリング3グラス 各90ml
シェフソムリエが料理に合わせてセレクトしたワインを3グラスご提供致します

¥2,800

Champagne / シャンパーニュ 120ml
NV

Perrier-Jouët Grand Brut

¥1,800

ペリエ ジュエ グラン ブリュット

（シャンパーニュ地方 / ピノ・ノワール40%、ピノ・ムニエ40%、シャルドネ20%）

Sparkling wine / スパークリングワイン 120ml
2011

Proyecto Cu4tro Cava / Clos Montblanc

¥1,200

プロジェクト クワトロ カヴァ / クロ モンブラン

（スペイン カタルーニャ地方 /マカベオ40%、チャレロ40%、パレリャーダ20％）

White Wine / 白ワイン 120ml
2016

Cote du Rhone - Plain Sud / Les Vignerons d’Esterzargues

¥900

コート ドュ ローヌ プレン シュッド / エステルザルグ協同組合

（フランス コート デュ ローヌ地方 / ヴィオニエ50%, ルーサンヌ50%）

2016

Riesling / Lorenz

¥1,350

リースリング / ロレンツ

（ドイツ ラインヘッセン地方 / リースリング）

2016

Village Chardonnay / Yering Station

¥1,600

ヴィラージュ シャルドネ / イェーリング ステーション

（オーストラリア ヴィクトリア州 ヤラヴァレー / シャルドネ）

Red Wine / 赤ワイン 120ml
2014

Cote Mas Grenache Noir / Domaines Paul Mas

¥900

コーテ・マス グルナッシュノワール / ドメーヌ ポール・マス

（フランス ラングドック地方 / グルナッシュノワール）

2013

Chianti Riserva / La Ginestra

¥1,250

キャンティ リゼルヴァ / ラ ジネストラ

（イタリア トスカーナ州 / サンジョヴェーゼ）

2015

Syrah Fleurs de Mai / Domaine Georges Vernay
シラー フル－ル ド メイ / ドメ－ヌ ジョルジュ ヴェルネ

（フランス ローヌ地方 / シラー）

¥1,600

