
Non-alcohol Cocktails 

all 780

Non-alcohol Wine
<  厳選した葡萄の採れたての美味しさをジュースにしました  >

White  ソーヴィニョン・ブラン（白）
甘みと酸味のバランスがよく、フレッシュですっきりした後味と

クリアなシャンパンゴールドの色合い

ピエール・ゼロ・ブラン・ド・ブラン 200ml
Pierre Zero  シャルドネ ミュスカ

NON ALCOHOL SPARKLING WINE（泡）
ノンアルコールスパークリング 

700 700

700

Soft Drink
<  ソフトドリンク  >

Tonic water
トニックウォーター
Cranberry juice
クランベリージュース

600

500

500

600

600

500

Coffee
<  カフェ  >

Espresso
エスプレッソ ( S / W )

Coffee
コーヒー ( Hot  or  Ice )

Caffe latte
カフェラテ ( Hot  or  Ice )

Macchiato
マキアート

Tea
<  ティー  >

Earl Grey
アールグレイ( Hot  or  Ice )

Darjeeling
ダージリン
Chamomile
カモミール

600

600

600

S 350 W 600

500

600

450

Blood orange juice
ブラッドオレンジジュース
Grapefruit juice
グレープフルーツジュース

< ノン アルコールカクテル >

＊別途テーブルチャージ代として ¥500 頂戴致します。＊すべて税込み価格です。

600

< グラス生ワイン >

樽生スパークリングワイン プロドライ （白）
イタリア/ヴェネツィア/プロセッコ/トレビアーノ
イタリアから樽で直輸入、いつでも出来たての
フレッシュなワインをお届けします
<弱発泡性>

樽生ワイン ヴェルドーロ
イタリア/ヴェネツィア/ヴェルドゥッツオ、トレビアーノ
柑橘系の爽やかさを持つ辛口の白ワイン。バランスが良く、
これぞハウスワインの代表格

樽生スパークリングワイン ジラモンド （赤）
イタリア/ヴェネツィア/マルツェミーノ
イタリアから樽で直輸入、ほんのり甘口の
赤い樽生スパークリング
<弱発泡性>

樽生ワイン カベール
イタリア/ヴェネツィア/カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、サンジョベーゼ、モンテプルチアーノ
国際品種にイタリア品種をブレンド、親しみやすく飲み飽きず
どんどん心地よいタンニンが広がるガブ飲み定番

100ml 300ml 500ml680 2,480

Draft Wine

生ワインをお好みの量を選べ、シェアしながら楽しめる

1,580

“Wine by Weight”
量り売りワイン

生ワインとは現地のワイナリーでしか味わえない、楽しむことの出来ない「現地さながらのフレッシュな味わい」のワインのこと。

ワインは常識のガラス瓶詰めやコルク栓使用にこだわらず、現地でワインをステンレス製樽詰め。

光にも空気にも一切触れることなくお客様の食卓まで運ばれます。

SPARKLING WINE

WHITE WINE RED WINE

Draft Wine

Red  メルロー（赤）
甘さと酸味のバランスがよく、

赤い果実の香りと力強い風味が特徴

Ginger ale
ジンジャエール
Pineapple
パイナップルジュース

Black oolong tea
黒ウーロン茶

Safe Sex on the Beach
セーフ・セックス・オン・ザ・ビーチ
「安全」という名の付いたユニークな

ノンアルコール。南国フルーツが奏でるハーモニー

Shirley Temple
シャーリーテンプル
ジンジャエールにグレナデンを加えた

爽やかなピンクカクテル

Pineapple cooler
パイナップルクーラー
パイナップルジュースベースの

トロピカルなノンアルコールカクテル

Virgin Breeze
バージンブリーズ
グレープフルーツの爽やかさと、クランベリーで

さっぱりと仕立てた可愛らしいカクテル

Original Lemonade
特製レモネード
自家製レモンシロップにハチミツを加えて

飲みやすく仕上げました。ソーダ割りで

900

Rose  カベルネ・ソーヴィニヨン（ロゼ）
シャープさと華やかさが魅力的な、カベルネ種の葡萄を早期に

収穫し、美しく明るいピンク色が特徴



Heart land ハートランド

穏やかな苦み、アロマホップから生まれる柑橘系の澄んだ香味。
素材の良さを100％引き出す変わらない製法。
素にこだわりを。素をそのままに。

Beer

680 600

Campari  カンパリ

Aperol  アペロール

Cocktails

Peachtree  ピーチツリー

Dita  ディタ

600

Whisky
< ウィスキー >

アードベック10年
クセが強いウイスキーですがラフロイグより
ピート感が弱く、さわやかな味

知多
軽やかな味わいとほのかに甘い香りが
特徴のシングルグレーンウイスキー

富士三麓　樽熟原酒50°
樽出しの状態に近いアルコール度数50°はそのままに
清らかで奥深い味わいと豊かな樽熟香

Calvados

ホワイトホース　ファインオールド
花や蜂蜜を思わせるフレッシュな香り。
まろやかで上質な味わいのスコッチウィスキー

白州　シングルモルト
爽快感のある森の香りと
キレの良さが特徴

ジャックダニエル ブラックラベル
「テネシーウイスキー」としてバーボンとは
別格にランクされる、プレミアムウイスキー

マッカラン ダブルカスク12年
アメリカンオークとヨーロピアンオークを贅沢に組み合わせた
フルーティさとヴァニラ感を持つまろやかなウイスキー

Draft Wine SANGRIA
< 生ワインとフレッシュフルーツの特製サングリア >

Red
生ワインとベリー系果実の赤サングリア

Sparkling Red
生ワインとベリー系果実の
スパークリンング赤サングリア

100ml 880
< 生ワインの追加 ＋100ml 500 >

Draft Sparkling Wine COCKTAIL
< フルーツ香る生スパークリングワインカクテル >

Kir Royal
キールロワイヤル
クレームドカシスの優しい果実味と甘み

Mimosa
ミモザ
鮮やかな黄色い花、ミモザに似ている
可愛らしいカクテル

Siciliana
シチリアーナ
シチリア産ブラッドオレンジの
真っ赤なスパークリング

Bellini
ベリーニ
桃の甘い香りが絶妙に調和

Kir Imperial
キールアンペリアル
フランボワーズリキュールでよりすっきり

all  900

< ビール >

ブリオッテ・スペシャルバー

Premium Cassis
ブドウ園から届いたプレミアムカシスリキュール

800

Draft Wine COCKTAIL

American Lemonade
アメリカンレモネード
甘酸っぱい特製のレモネードと赤ワインの
2層のグラデーションが可愛らしい
赤ワインベースのカクテル

Kir
キール
世界で最も有名なワインカクテル。
クレーム・ド・カシスの白ワイン割り

Spritzer
スプリッツァ
はじける、はねる、飛び散る、という
意味のカクテル。白ワインにソーダの
炭酸が弾ける、さっぱりなカクテル

Operator
オペレーター
白ワインとジンジャーエールに、
レモンジュースを加えた爽やかなカクテル

Kitty
キティー
赤ワインとジンジャーエールを割りました。
飲み当たりがまろやかで、ワインが
苦手な人でも飲みやすいカクテル

< 生ワインカクテル >

all  880

＊スパークリング赤サングリアはほのかに甘め＊ノンアルコールもできます

Seasonabl
e! ジューシーで甘みたっぷり！デコポンのスパークリングカクテル

旬の果実を使いました。飲みやすく食前酒に最適
1,200

お好みの割り方をお選びください

ソーダ

トニック

オレンジ

+100

+150

ウーロン茶

ジンジャーエール

グレープフルーツ

グレンリヴェット12年
口に含むと若干のウッディーな味わいとともに
とろりとした甘味が口中に穏やかに広がる

グレンフィディック12年
世界第1位の売上を誇るシングルモルトであり
フローラルで洋ナシなどのフルーツのような味が特徴

ワイルド・ターキー8年
歴代米国大統領にも愛飲された
プレミアムバーボン

ラフロイグ10年
ピート香と海藻を思わせる独特の
香りが特徴のアイラモルト

< カルヴァトス >

＊別途テーブルチャージ代として ¥500 頂戴致します。＊すべて税込み価格です。

White
生ワインと柑橘系果実の白サングリア

Sparkling White
生ワインと柑橘系果実の
スパークリンング赤サングリア

＊別途テーブルチャージ代として ¥500 頂戴致します。＊すべて税込み価格です。

Dry Zero ドライゼロ～ノンアルコール～

目指したのは最もビールに近い味 「ドライなノドごし」と
「クリーミーな泡」のビールらしい飲みごたえ。
Ａｌｃ：０％

< カクテル >

Passoa  パッソア

Amaretto  アマレット600

600

600

600

600

500

800

700

ミルク
最高級品種のみを使用し、色・香り・味など
すべてにおいて濃厚でとても贅沢なリキュールに仕上がります。

1,000

1,000

900

800

1,000

1,000

800

700

ブラン カルヴァドス グランソラージュ
リンゴを連想させるフルーティな香り。オーク樽での熟成香とのバランスの取れた味わい

1,000


