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BEER 

NON ALCOHOL BEER 

COCKTAIL 

NON ALCOHOL COCKTAIL 

SPARKLING 

WHITE / RED WINE 

BEVERAGE 

COFFEE I TEA 



BEER Glass ¥619（郎¥680)

Large ¥900 （税込¥990)

キリン一番搾り［生］

KIRIN "ICHIBAN SHIBORI"
draft

キリン一番搾り［黒生］

KIRIN "ICHIBAN SHIBORI" 
draft dark 

ハーフ＆ハーフ［生］

Half & Half 

NON ALCOHOL BEER キリン零ICHI KIRIN "ZERO ICHI" ¥500 （税込 ¥550)

WINE 

WHITE 

メスク ベルデホ オーガニック
Mesta Verdejo Organic

Glass ¥619 （税込¥680)

Bottle ¥2,637 （税込 ¥2,900)

ツインオークスシャルドネ
ロバートモンダヴィ
Twin oaks Chardonnay Robert Mondavi 

Glass ¥682 （税込¥750)

Bottle ¥3,273 （税込 ¥3,600)

RED 

メスタ テンプラニーリヨ
Mesta Tempranillo Organic

Glass ¥619 （税込¥680)

Bottle ¥2,637 （税込 ¥2,900)

ツインオークスカペルネソ ー ヴィニョン
ロバートモンダヴィ
Twin oaks Cabernet Sauvignon Robert Mondavi 

Glass ¥682 （税込 ¥750)

Bottle ¥3,273（四¥3,600)

本日のおすすめセレクションワイン Today's recommended wine 

内容はスタッフヘお尋ねください

SPARKLING 

カペッタバレリーナプリュットスプマンテ
Capetta Ballerina Brut Spumante 

PLUM WINE 

完熟あらごし梅酒 梅まっこい
Full-ripened plum liquor 

Glass ¥728 （税込 ¥800)

Bottle ¥4,364 （税込 ¥4,800)

Glass ¥555 （税込¥610)



SIGNATURE COCKTAILS ¥910 （税込 ¥1,000)

フレッシュミント＆ラムコーラ
Rum mint craft cola

クラフトカリモーチョ
Kalimotxo (craft cola、red wine, lemon)

スプマンテ＆ 有機オレンジ "MIMOZA"

Mimoza

ペリーベリーロワイヤル
Mixed berry royale 

サングリアホワイト（有機アップル＆有機白ワイン） GINGINソ ーダ
Sangria white (apples and white wine) Gin & ginger soda 

サングリアレッド（有機グレ＿プ＆有機赤ワイン） ダ＿クラム＆オ＿ガニック グレ＿プ

Sangria red (grape and red wine) Rum & organic grape juice 

スミノフ＆ クラフトジンジャーレモン ウォッカ＆オーガニックオレンジ

Smirnoff vodka&craft ginger lemon Vodka & organic orange juice 

完熟梅まっこいネープル 黒x黒ハイポール （ジョニ黒 クラフトコーラ）

Plum & navel JOHNNIE WALKER BLACK & craft cola soda 

SPIRITS 

ソ ー ダ、ロック、ストレー トなどお好みのスタイルでお召し上がりください。

富士山麓 Signature Blend

Fujisanroku 

ジョニーウォーカー プラックラベル
JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 

タンカレー ジン
Tanqueray

マイヤーズラム オリジナルダーク
Myers's Rum Original Dark 

スミノフウォッカ
SMIRNOFF VODKA

……………………..．．．．．．... ¥910 （税込 ¥1,000)

¥819（皿¥900)

¥819 （税込 ¥900)

¥819（四¥900)

¥819（11& ¥900)

MOCKTAIL ノンアルコールカク テル ¥773 （税込 ¥850)

パラダイスアーノルドパ ーマー

Paradise Arnold Palmer 

オーガニック アップル＆レモンク ーラー

Apple lemon cooler 

クラフトジンジャーレモネード
Craft ginger lemonade 

カリプラコア グレープパンチ
Lemon grape soda



税込(     ¥820)746¥

税込(     ¥820)746¥

税込(     ¥820)746¥

税込(     ¥720)655¥HOT / ICED

税込(     ¥760)691¥HOT / ICED

税込(     ¥820)746¥HOT / ICED

税込(     ¥820)746¥HOT / ICED

税込(     ¥650)591¥HOT

税込(     ¥720)655¥HOT

税込(     ¥720)655¥


