
⑤イントゥピノ⑤イントゥピノ

⑥ミッシェル・リンチ・ルージュ⑥ミッシェル・リンチ・ルージュ

⑦カーニヴォ カベルネ 
　　　　　　　ソーヴィニヨン
⑦カーニヴォ カベルネ 
　　　　　　　ソーヴィニヨン

カベルネ・ソーヴィニヨン、
メルロー、プティ・シラー
カベルネ・ソーヴィニヨン、
メルロー、プティ・シラー

480480円 (528円)円 (528円)

330330円 (363円)円 (363円)

………580………580円(638円)円 (638円)

……………………400……………………400円(440円)円 (440円)

480480円 (528円)円 (528円)

中身おかわり中身おかわり

■ シチリア産オーガニック
　　　　　　  レモンサワー 
■ シチリア産オーガニック
　　　　　　  レモンサワー 
★ レモンサワー★ レモンサワー

① シャンドン・ブリュット① シャンドン・ブリュット

②アルディッシュ・シャルドネ②アルディッシュ・シャルドネ

③ペッパーウッド・クローヴ
　　ソーヴィニヨン・ブラン
③ペッパーウッド・クローヴ
　　ソーヴィニヨン・ブラン

④イニエスタコラソン・
　　　　　　　ロコティント
④イニエスタコラソン・
　　　　　　　ロコティント

シャルドネ、ピノ・ノワール
スッキリ辛口
シャルドネ、ピノ・ノワール
スッキリ辛口

シャルドネ　　スッキリ辛口シャルドネ　　スッキリ辛口

シラー、テンプラニーニョシラー、テンプラニーニョ

ピノ・ノワールピノ・ノワール

シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン
爽やか辛口
シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン
爽やか辛口

……………480……………480円(528円)円 (528円)★ カシスレモンサワー★ カシスレモンサワー
…………480…………480円(528円)円 (528円)

750750円(715円)円 (715円)

メルロー、
カベルネ・ソーヴィニヨン
メルロー、
カベルネ・ソーヴィニヨン 750750円(715円)円 (715円)

750750円(715円)円 (715円)

■ カルピスレモンサワー■ カルピスレモンサワー

…480…480円(528円)円 (528円)★★

は＋350         でメガサイズに！

グレープフルーツレモンサワーグレープフルーツレモンサワー

【スパークリングワイン】【スパークリングワイン】

【白ワイン】【白ワイン】

【赤ワイン】【赤ワイン】

200200円 (220円)円 (220円)
果物だけおかわり果物だけおかわり

かちかち
レモンサワー
かちかちかちかち
レモンサワーレモンサワー

かちかちグレープ
フルーツサワー
かちかちグレープかちかちグレープ
フルーツサワーフルーツサワー

750750円(825円)円 (825円)

650650円(715円)円 (715円)

650650円(715円)円 (715円)

650650円(715円)円 (715円)

……450……450円(495円 (495円円■ ハイボール■ ハイボール(濃いめ)(濃いめ)

(麦焼酎)(麦焼酎)

))

……350……350円(385円 (385円円■ 生ビール■ 生ビール

ウーロン茶　　　　■コーラ
■ジンジャーエール     ■カルピスソーダ
■カルピスウォーター

ウーロン茶　　　　■コーラ
■ジンジャーエール     ■カルピスソーダ
■カルピスウォーター

■ オレンジ　■マンゴー　■赤ぶどう■ オレンジ　■マンゴー　■赤ぶどう

(小)(小) ))

……550……550円(605円 (605円円■ 生ビール■ 生ビール(中)(中) ))

…550…550円(605円 (605円円■ 生ビール■ 生ビール(中ビン)(中ビン) ))

■ アサヒドライゼロ■ アサヒドライゼロ

…………400…………400円(440円 (440円)円)★ ハイボール★ ハイボール
【ブラックニッカ】【ブラックニッカ】

【アサヒスーパードライ】【アサヒスーパードライ】

【ノンアルコールビール】【ノンアルコールビール】

…480…480円(528円 (528円円■ ジンジャーハイボール■ ジンジャーハイボール ))

……480……480円(528円 (528円円■ コーラハイボール■ コーラハイボール ))

400400各　　　円(440各　　　円 (440円円
■ 二階堂■ 二階堂

■ 大  関■ 大  関

■ きりっと梅酒■ きりっと梅酒

ロック・水割り・湯割り

ソーダ割り

ロック・水割り・湯割り

ソーダ割り

常温(ひや)・燗・冷酒常温(ひや)・燗・冷酒

(芋焼酎)(芋焼酎)■ 黒霧島■ 黒霧島
))

450450各　　　円(495各　　　円 (495円円))

450450各　　　円(495各　　　円 (495円円ロック・水割り・湯割り

ソーダ割り

ロック・水割り・湯割り

ソーダ割り

))

480480各　　　円(528各　　　円 (528円円))

250250各　　　円(275各　　　円 (275円円))

300300各　　　円(330各　　　円 (330円円))

■ ホットコーヒー■ ホットコーヒー 350350　　　円(385　　　円 (385円円))

■ 炭酸水■ 炭酸水 200200　　　円(220　　　円 (220円円))

■ シチリア産
　 オーガニックレモンソーダ
■ シチリア産
　 オーガニックレモンソーダ 500500　　　円(550　　　円 (550円円))

600600各　　　円(660各　　　円 (660円円))

★は＋350★は＋350 メガサイズに‼メガサイズに‼円(385円)で円(385円)で
オトク

※表示は 税抜価格(税込価格)の順となっております。

…380…380円(418円 (418円円(小ビン)(小ビン) ))

オトク

オトク円 (385円

人 気

オーストラリア

フランス

アメリカ

スペイン

アメリカ

アメリカ

フランス



プレミアムビール

「イネディット INEDIT」は、

世界で最も予約の取れないレストラン

「エル・ブジ」の料理長だった「フェラン・

アドリア」とエル・ブジのソムリエチーム、

そしてスペインの大手ビー ルメーカー

「ダム社」が共同開発した、 

ビールの概念を覆すプレミアムなビール !

 フルーティでクリーミー、華やかな香りが

広がります。

グラスで飲むシャンパンのような

INEDIT イネディット

　720㎖　　　　　円

INEDIT イネディット

　720㎖　　　　　円
( 税込 2,640 円 )( 税込 2,640 円 )

ワイングラスに注いで
香りを楽しむビール♪
前例のない究極のPremium Beer

ワイングラスに注いで
香りを楽しむビール♪
前例のない究極のPremium Beer 2,4002,400

究極セレブビール



フランス

2

スッキリ辛口

清々しいリンゴの味わい、生き生きとした
酸が魅力的な、コクのあるなめらかな
味わいのワインです。

（ ルイ・ラトゥール ）

シャルドネ

3

爽やか辛口
青リンゴやレモン等のアロマに溢れ、
キリッとした酸味が特徴の爽やかな
白ワインです。

アメリカ シャルドネ、
ソーヴィニヨン・ブラン

4

口に含むと、アロマ同様さまざまな果実を
感じられ、穏やかな酸となめらかな
タンニンを持つ親しみやすい味わいです。

スペイン シラー、
テンプラニーニョ

軽快 濃厚

5

ヴァニラやブラックペッパーのアクセントを
もち、ブラックチェリーを思わせる豊かな
果実味と柔らかくしなやかな飲み口です。 

ジンファンデル

軽快 濃厚

アメリカ

6

口に含むとなめらかで繊細なタンニンと
モカやカシスのニュアンスが心地よく、
フレッシュな余韻が楽しめます。

メルロー、
カベルネ・ソーヴィニヨン

軽快 濃厚

フランス

7

完熟したトマトに、ペパーミントの官能的な
香り漂う。果実味が豊富な典型的な
カリフォルニアン・スタイルです。

アメリカ ピノ・ノワール

軽快 濃厚

12

世界で最も愛されているシャンパン。
そのバランスの良いエレガントな味わいは、
前菜からメイン、デザートまであらゆる
料理とよく合います。

8

口に含むと芳醇な果実味と滑らかな
タンニンとのバランスが良く、エレガントな
酸味を備えた見事な仕上がりは余韻まで
心地よく続きます。

軽快 濃厚

カベルネ・ソーヴィニヨン主体、
メルロ

チリ ピノ・ノワールフランス

バニラやカカオの魅惑的でスパイシーな
アロマと濃厚なプラムの果実味が感じられ
ます。豊かなタンニンがきれいな骨格を形成
する、アロマティックで贅沢な赤ワインです。

カベルネ・ソーヴィニヨン

10

アルゼンチン

軽快 濃厚

9

アルゼンチンの高貴な品種マルベックは、
フレッシュなスミレのアロマが豊かで、
ダークチェリーのコンフィのような凝縮感の
ある果実味と艶やかなタンニンが特徴的です。

マルベックアルゼンチン

軽快 濃厚

11

まろ味のある上質のタンニンと艶のある
酸味がフィニッシュにキレを与え、濃さの
割に飲み飽きさせない仕様となっています。

ジンファンデル、
　プティ・シラー

アメリカ

軽快 濃厚

（カリフォルニア）

爽やか辛口

グラマラスで誘惑的なシャンパン。
フルーティーで野イチゴのような香りが
強く、新鮮でいきいきとした果実味が
はっきり出ていて、喉ごしは柔らかです。

フランス シャルドネ、ピノ・ノワール
ピノ・ムニエ

爽やか辛口

13 14

世界のセレブリティに愛され８年以上の
熟成を経て初めて世に出る卓越した逸品。
お料理との官能的な体験をお楽しみ
ください。

　フランス シャルドネ
ピノ・ノワール

爽やか辛口

1

スッキリ辛口
華やかな持ち味とスパイス・ナッツの香りを
楽しめる、クリーミーでフレッシュな飲み
心地です。

１F/2F：各 3本

１F/2F：各 1本

１F/2F：各 1本

１F/2F：各 1本
セラー：3本

１F/2F：各 1本
セラー：3本

１F：1本
セラー：3本

１F：1本
セラー：3本

セラー：2本 セラー：2本

セラー：4本

セラー：3本

１F：1本
セラー：3本

１F：1本

２F：1本

セラー：3本

オーストラリア シャルドネ、
ピノ・ノワール

フランス

ボトルのご注文も可能です。

Bottle Wine
List
ボトルワイン

リスト

こちらはボトルのみの
ご注文となります。

1

スッキリ辛口
華やかな持ち味とスパイス・ナッツの香りを
楽しめる、クリーミーでフレッシュな飲み
心地です。
グラス

円825 4,950円
ボトル

オーストラリア シャルドネ、
ピノ・ノワール

2

スッキリ辛口

清々しいリンゴの味わい、生き生きとした
酸が魅力的な、コクのあるなめらかな
味わいのワインです。
グラス

円715 3,080円
ボトル

（ ルイ・ラトゥール ）

シャルドネ

3

爽やか辛口
接木されていないブドウから造られた
爽快フレッシュな味わいのワインです。

グラス

円715 3,080円
ボトル

ソーヴィニヨン・ブラン

4

口に含むと、アロマ同様さまざまな果実を
感じられ、穏やかな酸となめらかな
タンニンを持つ親しみやすい味わいです。
グラス

円715 3,080円
ボトル

スペイン シラー、
テンプラニーニョ

5

クローブのようなスパイス香があり、
ブラックチェリーや黒スグリのような
フレーバーはまさにフルーツ爆弾。パン
チが効いていてスモーキーな香りです。
グラス

円715 3,080円
ボトル

ピノ・ノワール

6

口に含むとなめらかで繊細なタンニンと
モカやカシスのニュアンスが心地よく、
フレッシュな余韻が楽しめます。
グラス

円825 3,520円
ボトル

メルロー、
カベルネ・ソーヴィニヨン

7

程よいタンニンと、余韻の長いスムースな
口あたり。熟成肉、鉄板焼き、焼肉、
あらゆる肉との相性が抜群なワインです。
グラス

円825 3,520円
ボトル

アメリカアメリカ

8

口に含むと芳醇な果実味と滑らかな
タンニンとのバランスが良く、エレガントな
酸味を備えた見事な仕上がりは余韻まで
心地よく続きます。

4,620円
ボトル

9

バニラやカカオの魅惑的でスパイシーな
アロマと濃厚なプラムの果実味が感じられ
ます。豊かなタンニンがきれいな骨格を形成
する、アロマティックで贅沢な赤ワインです。

4,620円
ボトル

カベルネ・ソーヴィニヨン

10

アルゼンチンの高貴な品種マルベックは、
フレッシュなスミレのアロマが豊かで、
ダークチェリーのコンフィのような凝縮感の
ある果実味と艶やかなタンニンが特徴的です。

4,620円
ボトル

軽快 濃厚 軽快 濃厚軽快 濃厚軽快 濃厚

フランス カベルネ・ソーヴィニヨン、
メルロー、プティ・シラー

11

まろ味のある上質のタンニンと艶のある
酸味がフィニッシュにキレを与え、濃さの
割に飲み飽きさせない仕様となっています。

5,280円
ボトル

ジンファンデル、
　プティ・シラー

12

世界で最も愛されているシャンパン。
そのバランスの良いエレガントな味わいは、
前菜からメイン、デザートまであらゆる
料理とよく合います。

10,780円
ボトル

グラマラスで誘惑的なシャンパン。
フルーティーで野イチゴのような香りが
強く、新鮮でいきいきとした果実味が
はっきり出ていて、喉ごしは柔らかです。

13,750円
ボトル

14

世界のセレブリティに愛され８年以上の
熟成を経て初めて世に出る卓越した逸品。
お料理との官能的な体験をお楽しみ
ください。

38,500円
ボトル

アメリカ フランス

Glass Wine
Glass Sparkling

グラスワイン

グラススパークリング

マルベックアルゼンチン アルゼンチン

軽快 濃厚

軽快 濃厚軽快 濃厚軽快 濃厚

カベルネ・ソーヴィニヨン主体、
メルロ

チリ

　ピノ・ノワールフランス シャルドネ、ピノ・ノワール
ピノ・ムニエ

フランス シャルドネ､ピノ・ノワール
（カリフォルニア）

爽やか辛口 爽やか辛口 爽やか辛口

13

トリニトロトルエントリニトロトルエン カーニヴォ カベルネ 
　　　ソーヴィニヨン
カーニヴォ カベルネ 
　　　ソーヴィニヨン

ルート・ワン・ソーヴィ
ニヨン・ブラン・レゼルヴァ
ルート・ワン・ソーヴィ
ニヨン・ブラン・レゼルヴァ

金額は税込表示となっております。金額は税込表示となっております。

チリ



Full Bottle 41,800円　　Half Bottle 20,900円

Full Bottle 19,800円　　Half Bottle 9,900円 Half Bottle 10,450円

Half Bottle 8,250円Half Bottle 8,800円

Full Bottle 41,800円　　Half Bottle 20,900円

金額は税込表示となっております。
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