当店には グラスワインリスト ボトルワインリストはありません
ボトルワインは壁一面に広がるワインセラーから。
ワインのプライス+コルクチャージ(抜栓料)として \2,000

グラスワインは日替わりで
グラスシャンパン \１5００～ 白、赤ワイン\900～ ご用意してます
豊富な食事メニューに合わせたり、チーズとワインを合わせたり楽しみ方は様々です
ぜひお客様の「最良、最高の１杯」を一緒に見つけてみませんか？

Table Charge ￥500

for 1Per

メニューはすべて税別となります

DRAFT BEER / 生ビール
Ebisu Amber / 琥珀エビス

¥780

SOFT DRINK / ソフトドリンク
Ginger Ale / ジンジャーエール甘口・辛口

¥700

Perrier 750ml / ペリエ

¥900

Orange Juice / オレンジジュース

¥700

San Pellegrino 750ml / サンペレグリノ

¥900

Grapefruit Juice / グレープフルーツジュース

¥700

Surgiva 750ml / スルジーヴァ

¥900

Cranberry Juice / クランベリージュース

¥700

¥700

Tea / 紅茶

¥700

Tio Pepe / ティオペペ

¥800

Noilly Prat Dry / ノイリープラット ドライ

¥800

Martini Extra Dry / マルティニ

¥800

Noilly Prat Red / ノイリープラット ﾚｯﾄﾞ

¥800

Cinzano Extra Dry / チンザーノ

¥800

Carpano Red / カルパーノ ﾚｯﾄﾞ

¥1,200

Amaretto / アマレット

¥900

Grand Marnier / グランマルニエ

¥900

Aperol / アペロール

¥900

Jagermeister / イエーガーマイスター

¥900

Absinthe / アブサント

¥900

Kahlua /カルーア

¥900

Benedictine / ベネディクティン

¥900

Limoncello di Capri / リモンチェッロ ディ カプリ

¥900

Campari / カンパリ

¥900

Mangoyan / マンゴヤン

¥900

Cointreau / コアントロー

¥900

Malibu / マリブ

¥900

Chambord / シャンボール

¥900

Pimm's / ピムス

¥900

Chartreuse Jaune / シャルトリューズ黄

¥900

Pernod /ペルノ

¥900

Chartreuse Verte / シャルトリューズ緑

¥900

Ricard / リカール

¥900

Drambuie / ドランブイ

¥900

Southern Comfort / サザンコンフォート

¥900

Frangelico / フランジェリコ

¥900

Suze / スーズ

¥900

Get 27 / ジェット27

¥900

HOT DRINK / ホットドリンク
Coffee / コーヒー

SHERRY & VERMOUTH / シェリー＆ベルモット

LIQUORS / リキュール

GIN / ジン
Beefeater / ビーフィーター
Hendrick's / ヘンドリックス

¥900

The Botanist / ザ ボタニスト

¥1,200

Grey Goose Lemon / グレイグース レモン

¥1,200

¥1,200

VODKA / ウォッカ
Smirnoff / スミノフ

¥900

Belvedere / ベルヴェデーレ

¥1,200

Ciroc / シロック

¥1,200

Grey Goose / グレイグース

¥1,200

Tito's / ティトス

¥1,200

TEQUILA / テキーラ
Sauza Silver / サウザ シルバー

¥900

Jose Cuervo Reposado / クエルボ レポザド

¥900

Bacardi Bianco / バカルディ ビアンコ

¥900

Coronation / コロネーション

¥900

Havana Club 7 years / ハバナ クラブ

¥900

Old Monk 7 years / オールドモンク

¥1,200

Myers's Dark / マイヤーズ ダーク

¥900

Clement VSOP / クレマン

¥1,500

Captain Morgan / キャプテン モルガン

¥900

Cachaça Ypioca Crystal / カシャッサ

¥1,000

RHUM / ラム

BLENDED WHYSKEY / ブレンド ウイスキー
J. Walker Double Black / ダブル ブラック

¥1,000

Dewar's 12 years / デュワーズ

¥1,200

Famous Grouse / フェイマス グラウス

¥1,000

Dimple 12 years / ディンプル

¥1,200

Crown Royal / クラウン ローヤル

¥1,000

Gentleman Jack / ジェントルマン ジャック

¥1,200

Canadian Club 12 years / カナディアン クラブ

¥1,000

Ballantine's 17 years / バランタイン

¥1,500

Chivas Regal 12 years / シーバス リーガル

¥1,000

SINGLE MALT WHYSKEY / シングル モルト ウイスキー
Ardbeg 10 years (Islay) / アードベッグ

¥1,200

Glenlivet 18 years / グレンリベット

¥1,500

Bowmore 12 years (Islay) / ボウモア

¥1,200

Glen Elgin 12 years / グレンエルギン

¥1,800

Glenlivet 12 years / グレンリベット

¥1,200

Glen Spey 12 years / グレンスペイ

¥1,800

Laphroaig 10 years (Islay) / ラフロイグ

¥1,200

Glendronach 21 years / グレンドロナック

¥3,000

JAPANESE WHYSKEY / ジャパニーズ ウイスキー
Taketsuru / 竹鶴

¥1,000

Hakushu / 白州

¥1,200

Yamazaki / 山崎

¥1,200

Chita / 知多

¥1,200

Wild Turkey / ワイルド ターキー

¥1,000

Blanton / ブラントン

¥1,800

Old Grand Dad 114 / オールド グラン ダッド

¥1,000

Noah's Mill / ノアーズミル

¥1,800

Calvados Christian Drouin / カルバドス

¥1,000

Nonino Moscato Bianco / グラッパ ビアンコ

¥1,200

Cognac Hennessy VSOP / ヘネシー

¥1,800

Nonino Chard. Barrique / グラッパ バリック

¥1,200

Cognac Rémy Martin XO / レミ マルタン

¥3,000

Nonino Riserva 8 years / グラッパ リゼルヴァ

¥2,500

BOURBON / バーボン

BRANDY / ブランデー

