
All prices are inclusive of ser�ice charge and tax.
表示料金は消費税・サービス料込となっております。

Wine Menu
ワインメニュー

Yamagata Abiko Chardonnay 2019
山形 安孫子 シャルドネ 2019

¥9,000Bottle
バナナやピーチなどの優しい果実の香り。
やわらかで芯のある酸味が心地よく、「旨味」の感じられる辛口の味わい。

Private Wine 

Azumino Ikegami Merlot 2021 
安曇野 池上 メルロー 2021

¥9,000Bottle
長野県 安曇野産のメルローを門前仲町の「深川ワイナリー東京」で醸造。
柔らかく立ち昇る果実味と丸みのあるタンニンが特徴。

¥1,500Glass

Azumino Ikegami Merlot 2021 (Non Filter)
安曇野 池上 メルロー 2021 ( 無濾過 )

¥9,000Bottle

無濾過ならではフレッシュな風味とブドウ本来の味わいをお楽しみ下さい。

¥1,500Glass

¥1,500Glass

Red Wine 

Ironstonre Petite Sirah  ¥1,500Glass

アイアンストーン プティ シラー

¥9,000BottleIronstone Vineyards / Califor�ia
プティ シラー主体の赤ワイン。
ベリーやチョコレートのフレーバーと程よいタンニンが魅力。

ナーリーヘッド 1924 バーボンエイジド 
ダブルブラック カベルネソーヴィニヨン

¥1,800 ¥11,000Delicato Family Vineyard  / Califor�iaGnarly Head 1924 Bourbon Aged 
Double Black Caber�et Sauvig�on 1924 年よりブドウ畑を開墾したデリカートによる禁酒法時代に造られたワインへ

のオマージュシリーズ。バーボン樽で熟成された濃厚なカベルネ・ソーヴィニヨン
の魅力あふれる 1 本。

Glass Bottle

White Wine

Ironstonre Obsession Sy�phony
アイアンストーン オブセッション 
シンフォニー

¥1,500GlassIronstone Vineyards / Califor�ia ¥9,000Bottle

アメリカ生まれの大人気白ワイン。
ライチやマスカット、トロピカルティーなどの華やかな香りが広がります。

Six Eight Nine Napa Valley White
シックスエイトナイン 
ナパヴァレー ホワイト

¥1,800Glass689 Cellars / Califor�ia ¥11,000Bottle

Champag�e 

 Champag�e 

シャルドネ、ソーヴィニヨンブラン、セミヨンからなる重層的かつバランスが見事な白。
689 という数字は、「バラバラな物が一つに調和、融合する」という意味を持ちます。

Deramotte Br�t
ドゥラモット ブリュット 唯一無二のシャンパーニュ、サロンの姉妹メゾン。

きめ細かい泡立ち、爽やかな酸味ときりっとしたミネラル感が気品漂う味わいです。

¥2,200Glass ¥15,000Bottle

Mumm Grand Cordon Rose
マム グラン コルドン ロゼ 力強くドライな味わいでありながらも、フレッシュな赤い果実の豊かなアロマの奥に

ほのかなバニラとキャラメルの香りが感じられるロゼ・シャンパーニュ。

¥17,000BottleChampag�e 



All prices are inclusive of ser�is charge and tax.
表示料金は消費税・サービス料込となっております。

  

Non Alcohol Coktail

  

ノン アルコール ドリンク
Non Alcohol Drink

Cola 
コーラ

 ¥1,100Cranber�� Juice 
クランベリー ジュース

¥1,100

オレンジ ジュース
Orange Juice  ¥1,100 Per�ier 

ペリエ
¥1,100

Non-Alcohol Beer
ノン アルコール ビール

  ¥1,300 Duc de Montag�e Rose 
デュク デュ モンターニュ ロゼ（ノンアルコールスパークリング）

¥1,300

Oolong tea 
ウーロン茶

 ¥1,100Appletiser 
アップルタイザー

 ¥1,100

ビール
Beer

Domestic Beer （ Kirin･Sapporo)
国産ビール ( キリン ·サッポロ )

¥1,400
生ビール ( アサヒ )
Drast Beer （ Asahi ) ¥1,300

Suntor� Premium Malt’
サントリー プレミアム モルツ

   s ¥1,500

Virgin bellini  
ヴァージンベリーニ　

¥1,400

Nectar ・Peach Pure ・Grenadine sy��p  ・ Soda

¥1,400Virgin sex on the beach  
ヴァージンセックス・オン・ザ・ビーチ

Nectar ・Pineapple Juice ・Cranber�� Juice  

Virgin moscow mule  
ヴァージンモスコミュール

¥1,400

Lime ・ Ginger beer

¥1,600Adult Cassis soda

 
大人のカシスソーダ　

Cassis puree・Pear sy��p・White sy��p ・Lemon ・  Non-alcoholic sparkling

¥1,400Virgin china blue

 
ヴァージンチャイナブルー　

Litchi ・Blue Curacao sy��p・Grapefr�it Juice ・Tonic water  

Seasonal cocktail

 
季節のフルーツカクテル　

¥1,600

（スタッフにお尋ねください）

¥1,600Adult Cream soda

 
大人のクリームソーダ　

Melon juice・Melon sy��p ・White sy��p ・Vanilla Ice  ・ Soda

¥1,600Virgin mojito

 
ヴァージンモヒート　

Mint leaf ・Mojito mint sy��p ・Lemon Juice  ・ Sugar  ・ Soda

輸入ビール ( ギネス )
Impor�ed Beer （ Guinness ) ¥1,500

Beverage Menu
ビバレージ メニュー


