
※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。 All prices include service charge and tax.

All ¥500

◆梅酒（ロック／ソーダ）
　Plum Wine (on the rocks ／w/Soda)

◆日本酒 1合（冷／燗）
　Sake (Cold ／ Hot)

◆ウイスキー（ソーダ／ジンジャーエール／コーラ）
　Whisky (w/Soda ／w/Ginger Ale ／w/Cola)

◆バーボン（ソーダ／ジンジャーエール／コーラ）
　Bourbon (w/Soda ／w/Ginger Ale ／w/Cola)　

◆キール（白ワイン・カシスリキュール）
　Kir (White Wine・Cassis Liqueur)

◆オペレーター
  （白ワイン・ジンジャーエール・レモン）
　Operator (White Wine・Ginger Ale・Lemon)

◆スプリッツァー（白ワイン・ソーダ）
　Spritzer (White Wine・Soda)

◆キティ（赤ワイン・ジンジャーエール）
　Kitty (Red Wine・Ginger Ale)

◆カリモーチョ（赤ワイン・コーラ・レモン）
　Kalimotxo (Red Wine・Cola・Lemon)

◆カーディナル （赤ワイン・カシスリキュール）
　Cardinal (Red Wine・Cassis Liqueur)

◆ジントニック（ジン・トニックウォーター）
　Gin & Tonic (Gin・Tonic Water)

◆ジンバック（ジン・ジンジャーエール）
　Gin Buck (Gin・Ginger Ale)

◆ウォッカトニック（ウォッカ・トニックウォーター）
　Vodka Tonic (Vodka・Tonic Water)

◆ブルドッグ （ウォッカ・グレープフルーツジュース）
　Bulldog (Vodka・Grapefruit Juice)

◆ファジーネーブル
  （ピーチリキュール・オレンジジュース）
　Fuzzy Navel (Peach Liqueur ・Orange Juice)

◆カシスソーダ（カシスリキュール・ソーダ）
　Cassis & Soda (Cassis Liqueur・Soda)

◆カンパリソーダ（カンパリ・ソーダ）
　Campari & Soda (Campari・Soda)

◆スプモーニ
  （カンパリ・グレープフルーツジュース・
   トニックウォーター）
　Spumoni (Campari・Grapefruit Juice・Tonic Water)

◆レモンサワー
　Lemon Sour

◆ライムサワー
　Lime Sour

◆巨峰サワー
　Grape Sour 

◆ライチサワー
　Litchi Sour

◆ピーチサワー
　Peach Sour 

◆梅酒サワー
　Plum Wine Sour

◆グレープフルーツサワー
　Grapefruit Sour 

◆ウーロンハイ
　Oolong Sour

◆テッレフォルティ トレッビアーノ（白）グラス
　Glass of White Wine

◆テッレフォルティ サンジョベーゼ（赤）グラス
　Glass of Red Wine

Italian Bar



※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。 All prices include service charge and tax.

All ¥450

◆テッレフォルティ トレッビアーノ（白）¥3,000
　Bottle of White Wine

◆テッレフォルティ サンジョベーゼ（赤）¥3,000
　Bottle of Red Wine

◆スパークリングワイン ¥600
　Glass of Sparkling Wine

◆馬追蒸溜所／
  MAOI ツヴァイゲルトレーベ ¥1,000
　MAOI DISTILLERY Zweigeltrebe

◆山﨑ワイナリー／メルロー ¥1,200
　YAMAZAKI WINERY Merlot 

北海道のお酒　Hokkaido Liquor

◆しそ焼酎 鍛高譚（ロック／水割り） ¥800
　TAN TAKA TAN Shiso Shochu (on the rocks ／ w/Water)

◆宝水ワイナリー／
  RICCA シャルドネ（岩見沢） ¥1,320
　HOUSUI WINERY RICCA Chardonnay (IWAMIZAWA)

◆日本清酒 千歳鶴 純米酒（札幌） ¥800
　CHITOSETSURU Sake Junmai (SAPPORO) 

◆国稀酒造 国稀 特別純米酒（増毛町） ¥850
　KUNIMARE Sake Tokubetsu Junmai (MASHIKE)

◆小林酒造 冬花火 純米大吟醸（栗山町） ¥850
　Fuyuhanabi Sake Junmai Daiginjo (KURIYAMA)

◆髙砂酒造 国士無双 純米大吟醸（旭川） ¥900
　KOKUSHI-MUSOU Sake Junmai Daiginjo (ASAHIKAWA)

◆福司酒造 福司 純米大吟醸（釧路） ¥900
　Fukutsukasa Sake Junmai Daiginjo (KUSHIRO)

◆アサヒエクストラコールド ¥950
　ASAHI Extra Cold Beer

◆サッポロクラシック ¥600
　SAPPORO Classic Draft Beer

◆ノンアルコールビール ¥600
　Non-Alcoholic Beer

◆クラフトジン 翠 ¥1,000
　（ジントニック／ジンライム）
　Craft Gin SUI (Gin & Tonic ／Gin & Lime)

◆オレンジジュース
　Orange Juice

◆りんごジュース
　Apple Juice

◆グレープフルーツジュース
　Grapefruit Juice

◆ウーロン茶
　Oolong Tea

◆コーラ
　Cola 

◆ジンジャーエール
　Ginger Ale

Italian Bar

OtheOtherr


