
 
Above prices are subject to tax and a 13% service charge. 

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させていただきます 

グラスワイン 
           

スパークリングワイン      

      

プロセッコ コネリアーノ     グラス 150ml 1,400 

ヴァルドッビアーデネ スペリオーレ   ボトル 750ml 6,500 

グレーラ      

カルペネ マルヴォルティ      

ヴェネト      

           

白ワイン      

      

ポッセッシオーニ ビアンコ   グラス 150ml 900 

ガルガーネガ, ソーヴィニヨンブラン  デカンタ 375ml 2,200 

マァジ セレーゴ アリギエーリ   ボトル 750ml 3,500 

ヴェネト      

      

ソアーヴェ クラシッコ    グラス 150ml 850 

ガルガーネガ,  トレッヴィアーノディソアーヴェ デカンタ 375ml 2,100 

ピエロパン     ボトル 750ml 4,500 

ヴェネト      

      

赤ワイン      

      

ポッセッシオーニ ロッソ    グラス 150ml 900 

コルヴィーナヴェロネーゼ, サンジョヴェーゼ デカンタ 375ml 2,050 

マァジ セレーゴ アリギエーリ   ボトル 750ml 3,500 

ヴェネト      

      

ヴァルポリチェッラ    グラス 150ml 1,100 

コルヴィーナヴェロネーゼ, モリナーラ  デカンタ 375ml 2,350 

アレグリーニ     ボトル 750ml 5,500 

ヴェネト      

 

 

 



 
Above prices are subject to tax and a 13% service charge. 

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させていただきます 

ビール 
 

イタリアン ビール セレクション      

      

アントニアーナ     330ml 870 

苦みと後味がすっきりとした味わい      

      

ペローニ     330ml 1,000 

バランスのとれた苦味とキレのある味わい     

      

モレッティ     330ml 1,100 

軽くてクセのない味わい      

      

      

国産ビール      

      

アサヒ スーパードライ    334ml 700 

           

キリン ラガー      334ml 700 

           

サッポロ ブラックラベル    334ml 700 

           

ノン アルコール ビール    334ml 650 

      

 

ウイスキー 
 

ウイスキー セレクション       

       30ml 

マッカラン 12Y      900 

       

グレンリベット 18Y     1,200 

       

ボウモア 18Y      1,100 

       



 
Above prices are subject to tax and a 13% service charge. 

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させていただきます 

ジョニーウォーカー ブラックラベル   600 

       

シーバス リーガル 18Y     1,100 

       

バランタイン 17Y     1,100 

       

メーカーズマーク レッドトップ    600 

       

ブラントン      800 

       

I.W. ハーパー １２Y     900 

       

ワイルドターキー 13Y     1,100 

       

竹鶴 17Y      1,300 

       

竹鶴 21Y      1,800 

       

白州 NV      1,000 

       

白州 18Y      2,800 

       

山崎 12Y      1,200 

       

山崎 18Y      3,600 

       

響 ブレンダーズ チョイス    1,100 

       

響 21Y       3,200 

 

 

カクテル 
 

オリジナル カクテル       

           

伏美       1,300 



 
Above prices are subject to tax and a 13% service charge. 

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させていただきます 

季の美 京都ジン / エルダーフラワーリキュール      

フィバーツリー・トニックウォーター / ライム / ミント葉 / スライスレモン  

          

季の勢 ネグローニ     1,200 

季の勢 / カルパノ アンティカ フォーミュラ / カンパリ    

        

季の TEA マティーニ     1,200 

季の TEA / ノイリープラット / 抹茶パウダー      

           

季の糖島 カイピリーニャ     1,300 

季の糖島 / ライムジュース / カリブシロップ / ブラウンシュガー   

         

 

カクテル セレクション       

           

カンパリ コン ボタニカ     900 

カンパリ / 椎茸 / ローズマリー      

           

セッテ マティーニ     1,200 

季の美ジン /  カルパノ アンティカフォーミュラ       

マルティーニ ビアンコ      

       

ベリーニ      1,500 

プロセッコ / ピーチジジュース / グレナデンシロップ    

           

ミモザ       1,400 

プロセッコ / フレッシュオレンジジュース      

           

スプリッツァー      800 

白ワイン / ソーダウォーター / レモンピール      

           

アメリカーノ      800 

カンパリ / カルパノ アンティカ フォーミュラ / ソーダウォーター   

      

ボッチボール      800 

アマレット ディサローノ / フレッシュオレンジジュース / ソーダウォーター  

         



 
Above prices are subject to tax and a 13% service charge. 

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させていただきます 

スプモーニ      800 

カンパリ / フレッシュグレープフルーツジュース / トニックウォーター  

    

       

カクテル      

          

ジン      

ジン トニック      800 

       

マティーニ      900 

       

ネグローニ      900 

       

ウォッカ      

ウォッカ トニック      800 

       

ケープコッダー      800 

       

コスモポリタン      900 

       

アップルマティーニ     900 

       

ラム      

ソルクバーノ      800 

       

カイピリ－ニャ      800 

       

ピニャ コラーダ      900 

       

モヒート       900 

       

テキーラ       

マルガリータ      900 

       

マタドール      900 

       

テキーラサンライズ     800 



 
Above prices are subject to tax and a 13% service charge. 

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させていただきます 

       

ブランデー      

サイドカー      1,000 

       

スティンガー      1,000 

       

フレンチコネクション     1,000 

       

ウィスキー      

ウィスキーマック      800 

       

マンハッタン      900 

       

ラスティーネイル      800 

       

リキュール      

グラスホッパー      900 

       

チャーリーチャップリン     900 

       

スノーボール      800 

       

ヴァレンシア      900 

       

       

ノンアルコールカクテル     

       

シャーリーテンプル     700 

       

サラトガクーラー      700 

       

 

 

 



 
Above prices are subject to tax and a 13% service charge. 

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させていただきます 

ソフトドリンク     
          

フレッシュオレンジジュース    860 

       

フレッシュグレープフルーツジュース   860 

       

コカ コーラ      500 

       

セブンアップ      500 

       

ジンジャー エール     500 

       

ウーロン茶      500 

       

緑茶       500 

       

       

スティル ミネラル ウォーター     

           

アクア パンナ 500ml     750 

       

アクア パンナ 1000ml     1,000 

       

富士 ミネラルウォーター 360ml    650 

       

富士 ミネラルウォーター 780ml    900 

 

 

スパークリング ミネラル ウォーター     

           

サン ペレグリノ 500ml     750 

       

サン ペレグリノ 1000ml     1,000 

       

富士 プレミアム スパークリングウォーター 300ml 650 

       



 
Above prices are subject to tax and a 13% service charge. 

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させていただきます 

富士 プレミアム スパークリングウォーター 700ml 900 

 

 

コーヒー     

           

コーヒー       500 

      

エスプレッソ      500 

      

カプチーノ      500 

      

カフェオレ      500 

      

マキアート      500 

      

      

紅茶     

           

アールグレイ      500 

      

ダージリン      500 

          

  

ハーブティー     

           

ミント       500 

      

カモミール      500 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


