
チェヴィコ   3500
エミリア ロマーニャ　トレッビアーノ種
モンテ ソーレ 3800
カンパーニャ　グレコ種
ヴィティスノストラ ヴェネト 4200
ヴェネト　シャルドネ種
イセルド アンチェストラーレ 5000
ヴェネト　ガルガネガ種
リヴ ゴーシュ 5800
ピエモンテ　アルネイス種
フランチャコルタ 7000
ロンバルディア　シャルドネ・ピノネロ種
マラミエーロ 7200
アブルッツォ　シャルドネ・ピノネロ種

ノビーレ デッレ ロッケ 2800
アブルッツォ　モンテプルチアーノ種

フェウド アランチョ 3500
シチリア　カベルネソーヴィニヨン種

ルビッツォ ロッソ 3800
トスカーナ　サンジョベーゼ種他

フェウド パラディッソ 4200
シチリア　ネロ ダーヴォラ種他

ガリレオ   4200
トスカーナ　シラー種他

レガーミ   4500
プーリア　プリミティーボ種

ベッカ チヴェッタ 4800
ヴェネト　カベルネフラン種

ガヴィオ   5300
モリーゼ　カベルネソーヴィニヨン種

ジャンニテッサーリ 5300
ヴェネト　ピノノワール種

リッローヴェ  5800
サルディーニャ　カンノナウ種

グルメッロ    6000
ロンバルディア　ネッビオーロ種

ラシッチ   6300
アブルッツォ　モンテプルチアーノ種

アグリコラーエ 6300
ピエモンテ　バルベーラ種

アバッツィア ディ ノヴァチェッラ 6500
トレンティーノ アルト アディジエ　ピノネロ種

モンテクッコ スカラフォーネ 6800
トスカーナ　サンジョベーゼグロッソ種

ポルターレ・アッドゥカ 7000
バジリカータ　アリアニコ種

エラ   7500
トスカーナ　メルロー種他

コネチッラ   7500
シチリア　シラー種

ジローラモ ルッソ 7800
シチリア　ネレッロマスカレーゼ種

ブラディジズモ 8600
ヴェネト　カベルネソーヴィニヨン種他

スキア ヴェンツァ バローロ 9500
ピエモンテ　ネッビオーロ種

ミルーナ   2800
プーリア　マルヴァジア ビアンカ種
ラ バスタルダ 3500
トスカーナ　トレッビアーノ種
ラムーラ   3800
シチリア　カタラット種
テッレ シチリアーナ 4200
シチリア　シャルドネ・インツォリア種
カ・ヴェガル 4200
ヴェネト　ピノグリージョ種
コロネ ビアンコ 4800
カラブリア　マルヴァジア種他
エロス   4800
エミリア ロマーニャ　シャルドネ種
セッラ ルピーニ 5000
ピエモンテ　アルネイス種
イナマ ソアーヴェ クラシコ 5500
ヴェネト　ガルガネガ種
ヴェッテ   5500
トレンティーノ アルト アディジェ　ソーヴィニヨンブラン種
チンクエ テッレ 5800
リグーリア　ボスコ種他
ライローネ   5800
トスカーナ　ヴェルメンティーノ種
アナトリーノ 6300
トスカーナ　トレッビアーノ種
デディカ   6800
ロンバルディア　マルヴァジア種
カ デル バイオ 7200
ピエモンテ　リースリング種
イミル   7500
カラブリア　シャルドネ種
チマイオ   7500
マルケ　ヴェルディッキオ種



プレミアムモルツ 生ビール 680
カールスバーグ ボトル 750
ギネス　ボトル ボトル 750

コニャック レミー マルタン VSOP 780
カルバドス グランソラージュ デュ ブラー 880
グラッパ    ベピ トソリーニ   1000
グラッパ    フローレ ディ バッコ 1000

葡萄ジュース ・ 桃ジュース ・ オレンジジュース
ウーロン茶 ・ 紅茶 ・ ペプシコーラ・
ジンジャーエール ・ Fuji ミネラルウォーター
サンペレグリノ ・ コーヒー ・ カプチーノ
カフェラテ ・ エスプレッソ 各500

ブランデーソーダ   780
カルヴァドスジンジャー   780
レブヒート   780
ジントニック   780
ワイン樽で仕込んだニュージーランド産クラフトジン

自家製リモンチェッロ ストレート 650
 ソーダ割り 750

サングリア 白／赤 780
キール   750
キールロワイヤル   750
ミモザ   750
ベリーニ   750
ティツィアーノ   750
カリモチョ   780
キティ   780
スマイリング   780

17:00よりお席料として、お1人様350円頂戴しております

アンテッシュ    　フランス　リムー 650
ガストン シケ 　フランス　シャンパーニュ 1100

ヒドゥン パール 
オーストラリア・セミヨン ソーヴィニヨンブラン種 グラス 650
レモン・ハーブ、フレッシュな飲み口 デキャンタ 2400

デルスール　チリ・ゲヴェルツトラミネール種 グラス 750
ライチ・白桃・パイナップル デキャンタ 2800

マリヌー 　南アフリカ・シュナンブラン種 グラス 850
熟した果実・洋ナシ・フェンネル デキャンタ 3200

フィリッピ　イタリア ヴェネト・ガルガネガ種 グラス 950
フルーティー、旨味たっぷり辛口ワイン デキャンタ 3600

バンジャマン ルルー  
　　　　　　　　　フランス ブルゴーニュ・シャルドネ種 グラス 1050
優しい樽香とミネラル、気品溢れる味わい デキャンタ 4000

ロチェーノ イタリア シチリア・ネロダーヴォラ種 グラス 650
カシス・チェリー、滑らかな口当たり デキャンタ 2400

ラダチーニ モルドバ・カベルネソーヴィニヨン種 グラス 750
ブラックプラム、旨味たっぷりジューシーな飲み心地 デキャンタ 2800

プティ エニーラ ブルガリア・メルロー種他 グラス 850
熟した果実・オークの風味 デキャンタ 3200

ストゥッキオ イタリア ウンブリア・サンジョベーゼ種 グラス 950
柔らかくリッチな甘味、力強いタンニン デキャンタ 3600

バンジャマン ルルー 
　　　　　　 フランス ブルゴーニュ・ピノノワール種 グラス 1050
美しい酸とタンニン、これぞブルゴーニュ！ デキャンタ 4000

トカイ レイト ハーヴェスト 1000
ソーテルヌ 1000

エミリオ ルスタウ フィノ 780
バルバディージョ ドライ オロロソ 880
エミリオ ルスタウ アモンティリャード 980
ヴィンテージ ポート 1000


