
＋50円（税込 55円）で、
コーラ・ジンジャーエール割できます。

ソーダ割り・オレンジ割り・グレープフルーツ割り・
ウーロン割からお選びください。

（ノンアルコール）

High ball

Cocktail

Wine cocktail

ハイボール

カクテル

ワインカクテル
Draft beer
ドラフトビール

¥500（税込 ¥550）

　　PROYECTO  CU4TRO  CAVA  SILVAR
 プロジェクト・クワトロ・カヴァ・シルヴァー
スペインが誇る人気スパークリングワイン。
シャンパーニュ製法から生まれるドライな泡は食前酒に最適な1本です。

　　PROYECTO  CU4TRO  CAVA  ROSE
 プロジェクト・クワトロ・カヴァ・ロゼ
ミシュラン星付きレストランにもオンリストされる、実力派ワイナリーが造る、
シャンパーニュ製法の大人気ロゼスパークリングワイン。

　　LA  VAGUE  BLEUE
 ラ・ヴァーグ・ブルー
透明感のあるラグーン・ブルー。 ボリュームのある果実味にグレープフルーツの苦み、
バランスの良い酸。 東京駅で飲めるのは旅する子ブタだけ！

　　PAUL  CHAMBLAIN  BRUT  BLANC  DE  BLANCS
 ポール・シャンブラン・ブリュット・ブラン・ド・ブラン
豊かな泡立ちと、充実したボディ。 そしてバランスの良い味わい。
オープン当時から愛され続ける1本です。

JEAN  DE  VILLARE  BRUT
 ジャン･ド・ヴィラレ・ブリュット
キメ細かい泡に、口いっぱいに広がる香り。
コストパフォーマンスに優れたシャンパーニュです。

CHAMPAGNE  BARONS  DE  ROTHSCHILD
 シャンパーニュ・バロン・ド・ロスチャイルド
巧みなアッサンブラージュで生まれる、極めて繊細なバランス。
世界屈指の名門一族が誇るシャンパーニュです。　　　

CABERNET  D,ANJOU
 カベルネ・ダンジュ / ロワール地方
鮮やかな透明感のあるピンク色。
フルーティな甘いイチゴや酸味の効いた早摘みのレッドチェリーのような香り。
お料理を邪魔しないエレガントな味わい。

スペイン

スペイン

フランス

フランス

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

コカ・コーラ

ジンジャーエール

ウーロン茶

ホットコーヒー

アイスコーヒー

アイスティー

なみなみ自家製サングリア

キールロワイヤル

キールアンペリアル

ミモザ

ホワイトミモザ

スプリッツァー

オペレーター

キール

カリモーチョ

キティ

アサヒ スーパードライ

アサヒ・ドライゼロ

カシス

フランボワーズ

角ハイボール

ジャックダニエル

ジャックダニエルハニー

¥680
(税込 ¥748)

¥790
(税込 ¥869)

¥3,900
(税込 ¥4,290)

¥3,900
(税込 ¥4,290)

¥4,300
(税込 ¥4,730)

¥4,500
(税込 ¥4,950)

¥6,000
(税込 ¥6,600)

¥7,000
(税込 ¥7,700)

¥4,800
(税込 ¥5,280)

¥4,300
(税込 ¥4,730)

¥500
(税込 ¥550)

¥600
(税込 ¥660)

¥790
(税込 ¥869)

¥790
(税込 ¥869)

¥790
(税込 ¥869)

¥680
(税込 ¥748)

¥680
(税込 ¥748)

¥680
(税込 ¥748)

¥600
(税込 ¥660)

¥680
(税込 ¥748)

¥680
(税込 ¥748)

¥600
(税込 ¥660)

¥600
(税込 ¥660)

¥680
(税込 ¥748)

¥680
(税込 ¥748)



オススメ！

BARON PHILIPPE PINOT NOIR
 バロン・フィリップ・ピノノワール / ラングドック地方
プラムやストロベリーなど非常に豊かな香り。
柔らかなタンニンに、果実味あふれる心地良い舌ざわりのあるワインです。 

BARON PHILIPPE SYRAH
 バロン・フィリップ・シラー / ラングドック地方
150余年の歴史を持つＢＰｈＲ社。 ステンレスタンクならではの
フレッシュな果実味と風味。熟したカシスの香りにハーブやスパイスが融合。

COTE  DU  RHONE  ROUGE  ST.COSME
 コート・デュ・ローヌ・ルージュ・サン・コム / ローヌ地方
凝縮感とエレガンスの共存を可能にしたジゴンタスの天才。
ローヌ南部のシラー100％で造られるコストパフォーマンスに優れた1本。

CABERNET  SAUVIGNON  LODALET
カベルネソーヴィニヨン・ロダレ / ラングドック地方
南フランス特有の熟した果実味となめらかなタンニンを楽しめるワインです。
カベルネソーヴィニヨン100％のワインは肉料理との相性が抜群です。

CHATEAU MONT-PERAT
シャトー・モン・ペラ / ボルドー地方
漫画『神の雫』で主人公がワインを好きになるきっかけのワイン。
色はルビーのような輝かしさ。ロックのようにパワフルなタンニンと果実味のバランスが最高です。

CHATEAU   CHASSE  SPLEEN
シャトー・シャス・スプリーン / ボルドー地方
格付けシャトー並のクオリティーがあり、豊富なタンニンと
濃厚な果実の味わいがとても魅力のバランスに優れたワインです。

ECHO  DE  LYNCH  BAGES
エコー・ド・ランシュ・パージュ / ボルドー地方
フランスでは格付け2級に匹敵する！と称賛され、数々のワインコンクールの賞を受賞。
最近のフランスを象徴するカベルネとメルローのバランスが本当に最高です。

CHATEAU GRAND CHAMPS
シャトー グランシャン / ボルドー地方・メルロー・カベルネ
花の香りを濃く感じ、その後にフレッシュな果実の香りを感じます。
タンニンも丸みを帯び、とてもやさしい飲み心地です。

GEVREY CHAMBERTIN VIEILLES VIGNES
 ジュヴレ・シャンベルタン・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ブルゴーニュ地方
ジュヴレ・シャンベルタンの名門ルイ・トラペの直系。
樹齢50年の古樹のブドウから造られる柔らかく繊細な飲み心地が魅力のスタイル。 

DOMAINE  DE  LOSTAL  ESTIBALS
 ドメーヌ・ド・ロスタル・エスティバル / ラングドック地方
ボルドーの人気スーパーセカンドが南仏で手掛けるワイナリー。
なめらかなタンニンとスムースな口当たりを持ちながら濃厚でしっかりとした味わい。 

TERRASSE  DU  DIABLE
 テラス・デュ・ディアブル / ローヌ地方
南フランスで今最も注目を集める造り手。
悪魔という何に反したエレガントなジゴンタス。ジゴンタスの常識を覆す繊細で柔らかな味わい。

BARON  PHILIPPE  SAUVIGNON  BLANC
バロン・フィリップ・ソーヴィニヨン・ブラン / ラングドック地方
柑橘系の爽やかな香り。フレッシュで果実味溢れる味わい。
ソーヴィニヨンブラン特有の香りを楽しめる1本。

MOUTON  CADET  SAUVIGNON  BLANC
ムートン・カデ・ソーヴィニヨン・ブラン / ボルドー地方
シャトームートン・ロスチャイルドの精神を受け継ぐムートン直系のブランドワイン。
フレッシュでナチュラルな味わいのソーヴィニヨン・ブラン。

SAUVIGNON  BLANC  ATTITUDE
ソーヴィニヨンブラン・アティテュード / ロワール地方
ロワール屈指の自然派ワイナリーが造る楽しむためのワイン。
バランスが良くフレッシュで弾けるような味わい。

SANCERRE
サンセール / ロワール地方
シャブリに並ぶフランスを代表する白ワインのサンセール。
サンセールのトップ生産者であり自然派の名手であるパスカル・ジョリヴェが手掛けた1本。

　　CORVO  ROSSO
 コルヴォ・ロッソ 
1824年に設立されたワイナリーが造ったワイン。 ブドウは手摘みで収穫後、
オーク樽で熟成。 持続性と奥行きのある香りとバランスのとれた味わい。　　　

　　DOMAINE  FOURNIE  TRADITION  CAHORS
 ドメーヌ・フルニエ トラディション カオール
マルベックの天才が手掛けるマルベック100％の味わいは凝縮した
果実味と滑らかで柔らかいタンニンのバランスが最高の一言。　　　

　　AMARONE  DELLA  VALPOLICELLA
 アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ
陰干ししたブドウから造られたヴェネト州を代表する濃厚な赤ワイン。
プラムやカシスジャム、チョコレート、コーヒーなど複雑な香り。 長い余韻が楽しめる上品な1本。　　　

　　ESCUDO  ROJO
 エスクード・ロホ
クレームドカシスの甘やかな香りにペッパーのニュアンス。
生産者はフランスで有名なバロン・フィリップ・ロスチャイルド。 お肉と相性のいいワインです。

　　VINTNERS  RESERVE  ZINFANDEL
 ヴィントナーズ・リザーヴ・ジンファンデル
数々の賞を受賞し続けるカリフォルニア屈指のワイナリー。
安定した仕上がりで魅了し続ける甘美で深い凝縮感。
カリフォルニア代表品種のジンファンデル100％です。

BARON  PHILIPPE  CHARDONNAY
バロン・フィリップ・シャルドネ / ラングドック地方
フレッシュで果実味がたっぷりのシャルドネ。
キレのあるミネラルがフレッシュな余韻を感じさせます。

LES  TANNES  EN  OCCITANIE  CHARDONNAY
レタンヌ・オクタシオン・シャルドネ / ラングドック地方
フレッシュで程よいコクのある味わい。
国際コンクールで金賞のお墨付きワインです。　　　

Domaine  Saint  Germain  Bourgogne
ドメーヌ・サンジェルマン・ブルゴーニュ / ブルゴーニュ地方
ミネラル感がありフレッシュでフルーティーな口当たり。
店長が試飲会で出会いリスト入りを決定。コスパ最高の1本です。

PETIT  CHABLIS
プティ・シャブリ / ブルゴーニュ地方
数々の受賞歴を誇るジャン・クロード・コルトー。
コストパフォーマンスに優れた爽快なシャブリです。

PULIGNY  MONTRACHET
ピュリニー・モンラッシェ / ブルゴーニュ地方
ブルゴーニュが誇る白ワインの名手。とてもエレガントな果実味と
ミネラル感が特徴の気品漂う味わいです。

BEAUNE  1ER  CRU  TEURONS
 ボーヌ・プルミエ・クリュ・トゥロン / ブルゴーニュ地方
ジュヴレ・シャンベルタンの名門ドメーヌ。
ボーヌの中でも柔らかで水はけの良い土壌から造られる華やかなアロマが溢れる優しい味わい。　　　

イタリア

イタリア

アメリカ

チリ

フランス

¥3,900
(税込 ¥4,290)

¥4,400
(税込 ¥4,840)

¥8,600
(税込 ¥9,460)

¥8,800
(税込 ¥9,680)

¥3,900
(税込 ¥4,290)

¥4,500
(税込 ¥4,950)

¥5,300
(税込 ¥5,830)

¥6,800
(税込 ¥7,480)

¥7,800
(税込 ¥8,580)

¥3,900
(税込 ¥4,290)

¥4,500
(税込 ¥4,950)

¥4,800
(税込 ¥5,280)

¥6,500
(税込 ¥7,150)

¥3,900
(税込 ¥4,290)

¥4,500
(税込 ¥4,950)

¥5,200
(税込 ¥5,720)

¥5,800
(税込 ¥6,380)

¥6,800
(税込 ¥7,480)

¥3,900
(税込 ¥4,290)

¥4,300
(税込 ¥4,730)

¥4,800
(税込 ¥5,280)

¥6,800
(税込 ¥7,480)

¥3,900
(税込 ¥4,290)

¥4,000
(税込 ¥4,400)

¥4,500
(税込 ¥4,950)

¥4,800
(税込 ¥5,280)

¥8,800
(税込 ¥9,680)


