TERRACE AFTERNOONS
13:30 – 18:00 (Last Order)
Sparkling Wine

The GRILL Drinks

Chandon Brut NV (Australia)

White sangria

シャンドン ブリュット（オーストラリア）
glass ￥1,200 / bottle ￥5,500

Lemon, orange, cinnamon & mint
ホワイトサングリア

レモン オレンジ シナモン＆ミント
glass ￥800 / pitcher ￥3,000

White Wine
Sacred Hill Semillon Sauvignon Blanc 2018, De Bortoli (Australia)

Fresh fruit soda cocktail

セークレッド ヒル セミヨン ソーヴィニヨンブラン デ ボルトリ （オーストラリア）
glass ￥1,000 / decanter 250ml ￥1,500

White rum, Cointreau, Lemon soda, orange, strawberry, mint
フレッシュフルーツソーダカクテル
ホワイトラム コアントロー レモンソーダ オレンジ イチゴ ミント

Joel Gott Sauvignon Blanc 2017, Joel Gott (California)

glass ￥800 / pitcher ￥3,000

ジョエル ゴット ソーヴィニヨンブラン ジョエル ゴット （カリフォルニア）
glass ￥1,300 / decanter 250ml ￥2,000

“Yuubi” non-alcohol cocktail

Angevin Riesling 2017, Plantagenet (Western Australia)

Cranberry juice, grapefruits juice & peach juice
“優美“ ノンアルコールカクテル

アンジェヴィン リースリング プランタジェネット （西オーストラリア）
glass ￥1,500 / decanter 375ml ￥2,300

クランベリージュース グレープフルーツジュース & ピーチジュース

Red Wine

Draft Beer

Canvas Cabernet Sauvignon 2016, Canvas Wines (California)

Asahi Super Dry

キャンバス カベルネソーヴィニヨン キャンヴァス ワインズ（カリフォルニア）
glass ￥1,000 / decanter 250ml ￥1,500

アサヒスーパードライ

the SUM Shiraz 2016, Castelli (South Australia)

glass ￥800

glass ￥850

Local Beer

ザ サム シラーズ カステリ（南オーストラリア）
glass ￥1,300 / decanter 250ml ￥2,000

Kyoto Koelsch 330ml
京都麦酒 ケルシュ

Joel Gott Zinfandel 2017, Joel Gott (California)

Kyoto Alt 330ml

ジョエル ゴット ジンファンデル ジョエル ゴット（カリフォルニア）
glass ￥1,500 / decanter 250ml ￥2,300

Kyoto Kurano kaori 330ml

京都麦酒 アルト
京都麦酒 蔵のかほり

Kyoto Yamada nishiki 330ml

Rose Wine

京都麦酒 山田錦

Ancient Vines Mourvedre Rose 2017, Cline (Contra Costa, California)
エンシェント ヴァインズ ムールヴェードル ロゼ クライン（コントラコスタ カリフォルニア）
glass ￥1,500 / decanter 250ml ￥2,300

Kyoto IPA 330ml
京都麦酒 IPA

Kyoto Matcha 330ml
京都麦味 抹茶
Bottle ￥1,150

Food
Spicy buffalo wings

￥550

スパイシーバッファローウィング

Crispy crab cakes, remoulade

￥850

クラブケーキ レムラード添え

Caesar salad

￥450

シーザーサラダ

French fries

￥450

フライドポテト

BBQ pork back rib tortilla

￥850

BBQ ポークバックリブのトルティーヤ

Selection of cheese

￥800

チーズの盛り合わせ

Marinated olives with feta cheese

￥400

マリネオリーブ フェタチーズ

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させて頂きます
市場・天候等の状況により食材が変更になる事がございます
アレルギーや不耐性をお持ちの方はご遠慮なくお申し出ください

Above prices are subject to tax and a 13% service charge.
Menu items may change subject to availability and supply conditions.
Please do not hesitate to let us know if you have any allergy or intolerance.

