


縦 270mm
幅 222mm

Thé au lait ロイヤルミルクティー ¥600

Hot Limonade ホットフレッシュレモネード ¥700

Double express ダブルエスプレッソ ¥550

Café macchiato カフェ マッキャート ¥400

Café au lait カフェオレ ¥600

Cappuccino カプチーノ ¥600

Thé 紅茶 ¥600

Infusion ハーブティー ¥600

Boissons chaudes

Draft 生ビール ¥750

Hoegaarden White ヒューガルデンホワイト ¥850

Guinness ギネス ¥850

Chimay -Rouge シメイ (レッド) ¥1000

Bières
Spumoni スプモーニ ¥850

Campari orange カンパリオレンジ ¥850

Gin tonic ジントニック ¥850

Cassis orange カシスオレンジ ¥850

Mojito モヒート ¥1000

Cocktails

Café glacé アイスコーヒー ¥550

Thé glacé アイスティー ¥550

Coca - cola コカコーラ ¥600

Gingerale  wilkinson ジンジャーエール（辛口） ¥600

S.pellegrino  500ml サンペレグリノ（ガスあり） ¥700

Boissons froides

Vins Blanc
Pangolin Chardonnay  <South Africa>

¥800
¥2,200

Verre グラス

Carafe キャラフェ

Eight Point Sauvignon Blanc  <New Zealand>
¥900

¥2,400

Pangolin Cabernet Sauvignon  <South Africa>
¥800

¥2,200

Montepulciano D’ abbruzzo <Italia> 
¥900

¥2,400

Jean-Claude Mas  Mas des Tann  <France>
¥1,000
¥2,600

Kir キール ¥850

Kir Royal キールロワイヤル ¥1000

Mimosa ミモザ ¥1000

Apéritifs

Café コーヒー ¥550

Jus de fruit : フルーツ ジュース ¥600
Orange / Pamplemousse / Pomme 
オレンジ/グレープフルーツ/リンゴ

Café express エスプレッソ ¥350

¥700Lowenbrau レーベンブロイ（ノンアルコール）

¥700Acqua panna  500ml アクアパンナ（ガスなし）

温かい飲み物

白ワイン

Champagnes • Cava

Moët et Chandon  <France> 
モエ エ シャンドン

Baron  Jacques Brut Organic  <France> 

シャンパン•カヴァ

冷たい飲み物

アペリティフ

カクテル

ビール

Hennessy ヘネシー ¥1000

Coeur de Lion VSOP クール ド リヨン VSOP ¥900

Alcools forts
ハード•リカー

I.W.Harper 12 years I.W.ハーバー 12年 ¥1000

Limonade フレッシュレモネード ¥700

Vins Rouge 
赤ワイン

¥3,900 ハーフボトル

¥850Coupe  グラス

バロン ジャック  ブリュット オーガニック N V

Bouteille: Regardez la liste de vins  
ボトルについてはワインリストをご覧下さいませ。

Vin chaud バンショー（ホットワイン） ¥800

パンゴリン シャルドネ

モンテ プルチアーノ ダブルッツォ

完熟したシャルドネ種を１００％使用。
果実味豊かで、コクあり。バランスのとれたワインです。

口当たりが柔らかく、フルーティー。
「何杯でも！」飲み飽きない、南アフリカのカベルネです。

Verre グラス

Carafe キャラフェ

モンテプルチアーノ100% ！
ヴォリュームもあり食前・食中にピッタリ！！

ジャン•クロード•マス  マス•デ•タンク 
樹齢５０年を超えるグルナッシュ主体のビオ ワイン。
ブラックチェリーやコーヒーの複雑な香り、
滑らかなタンニン、リッチな味わいのフルボディワインです。

Verre グラス

Carafe キャラフェ

Verre グラス

Carafe キャラフェ

Verre グラス

Carafe キャラフェ

パンゴリン カベルネ ソーヴィニオン

Café au lait glacé アイスカフェオレ ¥600

¥3800

Bottle ボトル

ボトル

¥7,800

Bottle
Bottle1/2

エイト ポイント ソーヴィニヨン ブラン
トロピカルなニュアンスと、洋梨の皮や梨の味わいが融合。
心地良い酸味とミネラル感あり、親しみやすい味いわい。
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