
＜フルーティーでフローラル、しっかりとした果実味と酸味＞

＜爽やかですっきりとした、食事に合わせやすいシャンパーニュ＞

＜濃厚でありながらエレガント、シャンパーニュの最高峰＞

Moet & Chandon Brut Imperial

Veuve Clicquot Yellow Label

Don Perignon

モエ エ シャンドン ブリュット アンペリアル（仏 /シャンパーニュ） 

ヴーヴ クリコ イエローラベル（仏 /シャンパーニュ）

ドン ペリニヨン（仏 /シャンパーニュ）

ピノ ノワール ピノ ムニエ シャルドネ

ピノ ノワール ピノ ムニエ シャルドネ

シャルドネ ピノ ノワール 

Champagne

13,500-

16,500-

38,000-

Price listed in this menu is the tax omission display all. I will be charged a tax equivalent in Checkout.  191119
このメニューに記載されている価格は全て税抜き表示です。ご精算時消費税相当額を申し受けます。



＜新鮮な果実の香りとフルーティーな味わい＞

＜微発泡の赤ワイン、食事との相性も抜群＞

＜シャープな味わいで爽快感ある口当たり＞

＜エレガントでバランスのとれた味わい＞

＜フレッシュでありながら力強く繊細、乾杯から食事まで楽しめる一本＞

Spumante Brut  /  Gancia

Lambrusco Reggiano Secco "Concerto" /  Medici Ermete

Prosecco  /  Duca di Castelmonte

Clarius  Brut  /  Concilio

Ferrari Maximum Brut  /  Cantine Ferrari Trento

ガンチア ブリュット /ガンチア (伊 )

ランブルスコ レッジャーノ セッコ ”コンチェルト” /メディチ エルメーテ (伊 )

プロセッコ /デュカ ディ カステルモンテ（伊 /ヴェネト）

クラリウス ブリュット /コンチリオ（伊 /トレンティーノ アルト アディジェ）

フェッラーリ マキシマム ブリュット（伊/カンティーネ　フェッラーリ　トレント）

シャルドネ

ランブルスコ

グレラ

シャルドネ

シャルドネ

Sparkling

4,500-

4,800-

5,800-

6,000-

8,800-

Price listed in this menu is the tax omission display all. I will be charged a tax equivalent in Checkout.  191119
このメニューに記載されている価格は全て税抜き表示です。ご精算時消費税相当額を申し受けます。



＜熟したメロンやピーチなどの果実味とほどよいコク＞

＜トロピカルフルーツの華やかな香りと厚みのある味わい＞

＜柑橘系の香りとボリュームのある味わい＞

＜清涼感溢れる爽やかなワイン＞

＜ベルガモットやオレンジの花が香る爽やかな味わい＞

＜フレッシュでピュア ミネラル感のある白ワイン＞

＜フルーティーな辛口タイプ トロピカルフルーツやライムの香り＞

Ventiterre Pinot Grigio  / Zonin

Insolia  /  Cusumano

Gavi  /  Fraterri Giacosa

Chardonnay  /  Crackerjack

Organic One  Chardonnay  / Antinori

Salento Tormaresca Chardonnay  / Antinori

Sauvignon Blanc  /  Sileni

ヴェンティテッレ ピノ グリージョ /ゾーニン（伊 /ヴェネト） 

インツォリア /クズマーノ ( 伊 / シチリア )

ガヴィ /フラテッリ ジャコーザ（伊 /ピエモンテ）

シャルドネ /クラッカージャック（豪）

サンタクリスティーナ ビアンコ /アンティノリ（伊）

サレント トルマレスカ シャルドネ /アンティノリ（伊）

ソーヴィニヨン ブラン /シレーニ（新）

ピノ グリージョ

インツォリア

コルテーゼ

シャルドネ 他

グレケット プロカニコ

シャルドネ

ソーヴィニヨン ブラン

White

4,000-

4,300-

5,000-

4,400-

4,400-

4,800-

4,800-

Price listed in this menu is the tax omission display all. I will be charged a tax equivalent in Checkout.  191119
このメニューに記載されている価格は全て税抜き表示です。ご精算時消費税相当額を申し受けます。



White

Soave Classico  /  Inama

Alsace Riesling  /  Trimbac

ソアヴェ クラシコ /イナマ（伊 /ヴェネト）

アルザス リースリング /トリンバック (仏 )

ガルガーネガ

リースリング

ソーヴィニヨン ブラン　セミヨン　ミュスカデ

＜上品でありながら、成熟した果実とコクのある味わい＞

＜ドライな飲み口と熟した果実が絶妙なバランス＞

Price listed in this menu is the tax omission display all. I will be charged a tax equivalent in Checkout.  191119
このメニューに記載されている価格は全て税抜き表示です。ご精算時消費税相当額を申し受けます。

ムートン カデ ボルドー ブラン レゼルヴ/ バロン フィリップ ロス チャイルド(仏 )
＜白桃やバニラの甘美な香りと上品な味わい＞

Greco di Tufor  /  Vinosia

Bramito Chardonnay  / Antinori　

Chablis  /  La Chablisienne

Diamond Collection Chardonnay  /  Francis Ford Coppola　

グレーコ

シャルドネ

シャルドネ

シャルドネ

グレコ ディ トゥーフォ/  ヴィノジア(伊 )

ブラミート シャルドネ /アンティノリ (伊 )

シャブリ /ラ シャブリジェンヌ（仏 / ブルゴーニュ）

ダイヤモンド コレクションシャルドネ /フランシス コッポラ（米）

＜凝縮感ある果実味と豊かな酸＞

＜バターやヴァニラのニュアンス、複雑性のある香り＞

＜ミネラルと酸味、果実味のバランスに優れたシャブリ＞

＜コクがありながらも豊かな酸味を伴ったバランスのいいワイン＞

7,000-

7,500-

7,500-

7,800-

Mouton Cadet Res.bordeaux Blanc 
/  Le baron Philippe de Rothschild

6,300-

6,500-

7,000-



White

Vinnae  / Jermann

Ca'marcanda Vistamare  /  Gaja

ヴィナーエ /イエルマン (伊 )

ヴィスタマーレ /ガヤ (伊 )

リボッラ ジャッラ  フリウラーノ  リースリング

ヴェルメンティーノ

＜シトラスやハーブの香り キレのある味わい＞

＜桃やアプリコットの香りとミネラル感＞

10,000-

20,000-

Price listed in this menu is the tax omission display all. I will be charged a tax equivalent in Checkout.  191119
このメニューに記載されている価格は全て税抜き表示です。ご精算時消費税相当額を申し受けます。



＜プラムやカシスを思わせる果実味とほどよいタンニン＞

＜熟した果実味とスパイス　滑らかなタンニン＞

＜マイルドで繊細な味わい＞

＜赤いベリーが香る滑らかなミディアムボディ＞

＜果実味と酸を兼ね備えた上品な味わい＞

＜しっかりとした樽香とベリーの果実味がバランスよくまとまっている＞

＜チャーミングで魅力的な味わい＞

＜ブラックチェリーやスミレの香り ピュアな果実味＞

＜プラムやカシスを思わせる果実味とほどよいタンニン＞

＜熟した果実味とスパイス　滑らかなタンニン＞

＜マイルドで繊細な味わい＞

＜赤いベリーが香る滑らかなミディアムボディ＞

＜果実味と酸を兼ね備えた上品な味わい＞

＜しっかりとした樽香とベリーの果実味がバランスよくまとまっている＞

＜チャーミングで魅力的な味わい＞

＜ブラックチェリーやスミレの香り ピュアな果実味＞

Montepulciano d'Abruzzo  / Zonin

Crackerjack Shiraz  / Crackerjack

Overstone Merlot  / Overstone

Santa Cristina Rosso  / Antinori

Corte Giara Ripasso Valpolicella  / Allegrini

Vintners Blend  Zinfandel  /  Ravenswood

San Valentin Garnacha  / Torres

Tormaresca Neprica Rosso  / Antinori

モンテプルチアーノダブルッツォ /ゾーニン（伊 /ヴェネト）

シラーズ / クラッカージャック ( 豪 )

メルロー /オーバーストーン ( 新 )

サンタクリスティーナ ロッソ / アンティノリ (伊 )

コルテ ジャーラ ヴァルポリチェッラ /アレグリーニ (伊 )

ヴィントナーズ ブレンド ジンファンデル /レイヴェンスウッド( 米 )

サンヴァレンティン ガルナッチャ /トーレス (西 )

トルマレスカ ネプリカ ロッソ /アンティノリ (伊 )

モンテプルチアーノ

シラーズ 他

メルロー

サンジョヴェーゼ　カベルネ ソーヴィニヨン　メルロー　シラー

コルヴィーナ ヴェロネーゼ　ロンディネッラ

ジンファンデル

グルナッシュ

ネーグロアマーロ　カベルネ ソーヴィニヨン　プリミティーヴォ

Red

4,200-

4,200-

4,200-

4,500-

4,600-

5,800-

4,800-

5,000-

Price listed in this menu is the tax omission display all. I will be charged a tax equivalent in Checkout.  191119
このメニューに記載されている価格は全て税抜き表示です。ご精算時消費税相当額を申し受けます。



Red

Sileni Cellar Selection Pinot Noir / Sileni

Langhe  Nebbiolo  /  Fontanafredda

ピノ ノワール /シレーニ（新）

ランゲ ネッビオーロ /フォンタナフレッダ（伊 /ピエモンテ）

ピノノワール

ネッビオーロ

＜チェリーの華やかな香りとエレガントな味わい＞

＜しなやかなタンニンと調和のとれた酸味＞

5,500-

6,800-

Price listed in this menu is the tax omission display all. I will be charged a tax equivalent in Checkout.  191119
このメニューに記載されている価格は全て税抜き表示です。ご精算時消費税相当額を申し受けます。

Pinot Nero / Kaltern

Villa Antinori Rosso / Antinori

Diamond Collection Cabernet Sauvignon  /  Francis Ford Coppola

Chanti Classico  /  Livernano

ピノ ネロ

サン ジョヴェーゼ　カベルネ ソーヴィニヨン　メルロー　シラー

 カベルネ ソーヴィニヨン　セガリン　プティ ヴェルド

サンジョベーゼ メルロー

ピノ ネロ /カルタン (伊 )

ヴィラ アンティノリ ロッソ /アンティノリ (伊 )

ダイヤモンド コレクション カベルネ ソーヴィニヨン
/ フランシス コッポラ (米 )

キャンティ クラシコ /リヴェルナーノ（伊 /トスカーナ）

＜フレッシュな果実味とシルキーな余韻＞

＜スパイスやチョコ、凝縮感のあるモダンなワイン＞

＜豊かな果実味が主役のフルボディ＞

＜果実味とミネラルが上品でしなやかな味わい＞

6,800-

7,800-

9,000-

8,200-

カベルネ ソーヴィニヨン　カベルネ フラン　シラー　カルメネール
Escudo Rojo Cabernet Sauvignon 
/  Baron Philippe De Rothschild
エスクード ロホ / バロン フィリップ ロスチャイルド（智）
＜凝縮した果実味と骨格 力強い味わい＞

6,500-

メルロー　カベルネ フラン　カベルネ ソーヴィニヨン　マルベック
Mouton Cadet Reserve Bordeaux Rouge
/  Baron Philippe De Rothschild
ムートン カデ ボルドー ルージュレゼルヴ/ バロン フィリップ ロスチャイルド（仏）
＜濃厚な果実と柔らかなタンニン＞

7,000-



＜果実味や酸、どれをとっても世界が注目する 1本＞

＜チョコなどの濃厚な香りと豊富なタンニン＞

＜ピュアな香りと複雑な果実味、バランスのとれた深い味わい＞

＜自然であり、優しい味わいのバローロ＞

＜しっかりとした厚みのあるボディと上質なタンニン＞

＜エレガントでありながらフレッシュで飲み応えのあるブルゴーニュ＞

＜メドック３級　凝縮感と繊細さはこのシャトーの特徴＞

＜トスカーナ最高峰　柔らかな果実味とコクのあるフルボディ＞

Tancredi  /  Donnafugata

Taurasi Santandrea  / Vinosia

Rosso di Montalcino  / Valdicava

Barolo  Albe  /  G.D.Vajra

Brunello di Montalcino  /  Col D'orcia

Gevrey Chambertin  /  Roux Pere & Fils

Chateau Giscours / Margaux

Luce  /  Luce della Vite

タンクレディ /ドンナフガータ (伊 )

タウラージ サンタンドリア / ヴィノジア (伊 )

ロッソ ディ モンタルチーノ /ヴァルディカーヴァ (伊 )

バローロ アルベ /Ｇ．Ｄ．ヴァイラ（伊 /ピエモンテ）

ブルネッロ ディ モンタルチーノ /コル ドルチャ（伊 /トスカーナ）

ジュブレ シャンベルタン /ルー ペール エ フィス（仏 / ブルゴーニュ）

シャトー ジスクール（仏 / ボルドー）

ルーチェ /ルーチェ デッラ ヴィーテ（伊 /トスカーナ）

ネロ ダーヴォラ　カベルネ ソーヴィニヨン

アリアニコ

サンジョベーゼ

ネッビオーロ

ブルネッロ

ピノ ノワール

カベルネ ソーヴィニヨン メルロー

メルロー サンジョベーゼ

Red

14,000-

8,800-

9,200-

14,000-

15,000-

17,000-

26,000-

37,000-

Price listed in this menu is the tax omission display all. I will be charged a tax equivalent in Checkout.  191119
このメニューに記載されている価格は全て税抜き表示です。ご精算時消費税相当額を申し受けます。



Beer

アサヒ スーパードライ

ペローニ

グラスワイン ( 赤 / 白 )

デキャンタワイン

スパークリングワイン

ミモザ

キールロワイヤル

キール

キティ

シェリー  ティオペペ ( フィノ )

ヴェルモット ドライ

ヴェルモット ロッソ

キリン 一番搾り

ギネス

モレッティ

コロナ

ノンアルコールビール

Asahi Super Dry

Peroni

Glass Wine (red/white)

Decanter Wine

Sparkling Wine

Mimosa

Kir Royale

Kir

Kitty

Sherry / Tio Pepe

Vermouth Dry

Vermouth Rosso

KIRIN Ichibanshibori

Guinness

Moretti

Corona

Non-alcohol

800-

800-

1,000-

1,000-

1,000-

1,000-

1,300-

850-

850-

1/2

850～

2,550～

900-

1,000-

1,000-

800-

800-

800-

800-

800-

800-

900-

800-

800-

700-

Bottle

Wine & Wine Cocktail

Whiskey ( On the rock / +Soda / +Water )

Cocktail

800-each

( Tonic / Soda)

( Tonic / Soda / Orange / Grapefruit )

( Tonic / Soda / Cola )

( Tonic / Soda / Cola )

( Soda / Orange / Grapefruit )

( Soda / Orange / Grapefruit )

( Soda / Orange / Grapefruit )

( Soda / Orange / Grapefruit )

( Cola / Pineapple / Orange )

Shandy Gaff

Red Eye

Gin

Vodka

Rum

Tequila

Campari

Cassis

Dita

Amaretto

Malibu

Glenlivet 12y

Macallan12y

Bowmore

Laphroaig 10y

Yamazaki 12y

IW harper

Jack Daniel's

グレンリベット 12y

マッカラン 12y

ボウモア

ラフロイグ 10y

山崎 12y

IW ハーパー

ジャックダニエル

シャンディガフ

レッドアイ

ジン

ウォッカ

ラム

テキーラ

カンパリ

カシス

ディタ

アマレット

マリブ

Price listed in this menu is the tax omission display all. I will be charged a tax equivalent in Checkout.   191210
このメニューに記載されている価格は全て税抜き表示です。ご精算時消費税相当額を申し受けます。



Soft drink

900-

900-

650-

550-

600-

550-

550-

550-

550-

550-

Sanpellegrino

Acqua Panna

Blood Orange Juice

Grapefruit Juice

Tomato Juice

Apple Juice

Orange Juice

Coca Cola

Ginger Ale

Oolong Tea

サンペレグリノ

アクアパンナ

ブラッドオレンジ

グレープフルーツ

トマト

アップル

オレンジ

コカ・コーラ

ジンジャーエール

ウーロン茶

750ml

750ml

Price listed in this menu is the tax omission display all. I will be charged a tax equivalent in Checkout.  191119
このメニューに記載されている価格は全て税抜き表示です。ご精算時消費税相当額を申し受けます。


