
自家製サングリア
白 or 赤

640
樽出しスパークリング

440

かち割りスパークリング
540

ベリーニ
( ピーチ & スパークリング )

640

キール
( 白wine＋カシス )

640

キティ
( 赤wine＋ジンジャー )

640

なみなみランブルスコ【泡赤】
640

B E E R
YEBISU 生ビール

690

小さい YEBISU mini 生
490

シャンディーガフ
690

デュワーズハイボール
490

レモンハイボール
540

ジンジャーハイボール
540

コーラハイボール
540

知多ハイボール
690

碧 Ao ハイボール
890

SOUR
自家製あらごしレモンサワー

590

季節のフルーツサワー
890

生トマト× トマトサワー
690

国産ジン「翠 sui」ソーダ
640

茶葉茶本舗生緑茶ハイ
490

福建省の美味しいジャスミンハイ
490

カシス
( オレンジ / グレープ / ジャスミン / ソーダ )

640

ピーチ
( オレンジ / グレープ / ジャスミン / ソーダ )

640

ココファーム 飲むブドウ酢サワー
640

七福神濃いトロ果実酒
640

焼酎 泥亀 (芋・麦 )
640

ココファーム「飲むブドウ酢」ソーダ
540

ローズマリーレモンスカッシュ
540

小豆島オリーブサイダー
540

ノンアルコールサングリア
540

バージンブリーズ
( クランベリー＋グレープ F)

540

ベリーベリークーラー
540

強炭酸水
440

あらごしレモン炭酸
440

ジンジャーエール / コーラ
440

100% オレンジジュース
440

100% グレープフルーツジュース
440

福建省の美味しいジャスミン茶
440

茶葉茶本舗 生緑茶
440

ノンアルコールビール
590

コーヒー (HOT or ICE)
440

カフェラテ (HOT or ICE)
490

エスプレッソ
440※メニューの価格は全て税込み表記となります



Sparklingー
マレステ
＃定番 ＃柑橘系の香り ＃気軽に楽しめる Bottle 3200

ランブルスコ
＃微発泡 ＃赤泡 ＃甘口ランブルスコ #飲みやすい Bottle 3200

マルティーニブリュット
＃辛口スパークリング ＃力強い ＃食事との相性◎ Bottle 4390

本日のシャンパン
＃お祝いごとに ＃みんなで乾杯 ＃詳細はASK Bottle ASK

Wine カクテルー

ベリー二
スパークリング×ピーチシロップ 640

キール／キティ
白ワイン×カシス／ジンジャーエール×赤ワイン 640

自家製サングリア
白or赤　お選びいただけます 640

樽出しスパークリング
定番のスパークリング　乾杯にぜひ 440

かち割りスパークリング
スパークリングに氷を入れて 540

なみなみランブルスコ
表面張力。ギリギリまで甘口ランブルスコ 640  



テレオ
＃GF香り ＃心地よさ○ ＃コクもあり Bottle 2790

Glass　 590ソーヴィニョン

Vino biancoー

ミラーコロ
＃ハウスワイン ＃食中酒 ＃気軽に楽しめる

Glass          540 
500ml 　1740
1000ml   3290

アンジョス ヴィーニョ ヴェルデ
＃微発泡 ＃低アル ＃ハツラツとした酸 Bottle 2990  

トゥガーナ
＃酸味 ＃フルーティーさ ＃ジューシーな余韻 Bottle 3790

Glass　 740グラウブルグンダー

ジャン マリー ガルニエ
＃GF香り ＃心地よさ○ ＃コクもあり 

シャルドネ
Bottle 3790
Glass　 740

ソアーヴェ
＃白桃の香り ＃ドライかつまろやか Bottle 4190

Glass　 940ソーヴィニョン・ブラン

アブラデ ティ
＃強いアロマ ＃フレッシュで濃厚な味わい Bottle 4990

ソーヴィニョン・ブラン

テュルクハイム
＃辛口ワイン #バランス○ #ドライ・上品 Bottle 5990

リースリング

本日のナチュールワイン
＃ASK  #スタッフまで  #最近人気。 Bottle ASK

vino all'aranciaー

ブチェファーロ
＃オレンジワイン #余韻長め #シロップ感もあり Bottle 4990

マルヴァージア Glass   1090



キリビンビン
＃フルボディ#ベリー・カシスの香り ＃タンニン Bottle 3790  

カベルネソーヴィニョン Glass　 740

Vino rossoー

ミラーコロ
＃ハウスワイン ＃食中酒 ＃気軽に楽しめる

Glass          540 
500ml 　1740
1000ml   3290

アーラー
#きめ細やかなタンニン　＃余韻○ Bottle 9340

ピノ・ノワール

ローマ
#フルボディ#翔悟店長 #お肉に合わせるなら  Bottle 6050

ジンファンデル
#フルボディ ＃カカオのアロマ＃肉やチーズに Bottle 4190

ジンファンデル

デルハイム
＃柔らかな質感とシルキーなタンニン Bottle 4440

メルロー

アンパカーマ
＃ミディアムボディ　＃オーガニック造り Bottle 4090

Glass　 790マルベック

ウッジアーノキャンティ
＃ミディアムボディ #タンニンと酸のバランス◯ Bottle 2990

Glass　 690


