
ビール  恵比寿生ビール

  青島ビール

  恵比寿黒ビール

　　　　　　  ノンアルコールビール  

サワー系 黒烏龍ハイ 

  自家製ジンジャーサワー

  ジャスミンハイ 

  焼酎生姜湯割り 

  

焼酎　麦　　　ロック、水割り、お湯割り

　　　　　　　ソーダ割り

　　　芋      ロック、水割り、お湯割り

　　　　    　ソーダ割り  　

  

ウイスキー    ロック・水割り・お湯割り　　

　　　　　　  ハイボール

　　　　　 　 ジンジャーハイボール

  マッカラン12年

  マッカランハイボール

 

カクテル 笑龍ビネガー 赤

  笑龍ビネガー 白

  シャンディガフ

  カシスウーロン

  カシスソーダ

紹興酒  古越龍山 甕だし

          甕だし

  紹興老酒 3年 

  紹興老酒 8年

  紹興老酒 20年

¥700

¥650

¥650

¥650

¥750

¥750

¥650

¥700

¥650

¥700

¥650

¥700

¥700

¥750

¥800

¥950

¥1,000

¥700

¥700

¥650

¥650

¥650

グラス     ¥600

 デキャンタ 300ml   ¥1,500

　ボトル 500ml   ¥2,800

 　     　　  ボトル 500ml   ¥3,800

　ボトル 500ml   ¥6,000

+美オプション　ヒアルロン酸（女性に大人気！色々なドリンクにお入れできます） ¥300

※表記価格は全て税抜きです。

Drink Menu

ドリンクメニュー



漢方酒/梅酒他   漢方梅酒

          漢方梅酒ソーダ割

　　　　　　     梅酒

　　　　　　     梅酒ソーダ割

          杏露酒

          杏露酒ソーダ割

　　　　　　     漢方龍宝酒 40℃

スパークリング 　グラススパークリング  

　　　　　　     モンムソークレマン・ド・ロワール

    

　　　　　　　　 シャンパーニュ ブリュット・トラディション

          ヴーヴ・クリコ・イエローラベル

　　　　　　　　 ドン・ペリニョン

         

    グラスワイン

　　　　　　　　 ブルゴーニュ・ブラン

　　　　        インゾリア

　     　　   ニュートン・シャルドネ

    プイィフュイッセ・ナチュレル

 

赤ワイン   グラスワイン

　　　　　　　　 ブルゴーニュ・ルージュ

               ルーナ・アルジェンダ・ネグロアマーロ　　　　　     

                シャトー・カンプロン

       　 アリアニコ・デル・モリーゼ コンタド

       　 ジュヴレ・シャンベルタン

　　　　　　　　 

ソフトドリンク   ドラゴンビネガー

                ウーロンビネガー

          自家製ジンジャーエール

          生姜湯

          黒烏龍茶

       　 ジャスミン茶

       　 コカ・コーラ

       　 りんごジュース 

       　 ペリエ（ミネラルウォーター）

      

お茶    気巡茶    

 　　 　凍頂烏龍茶

       　 雲南迷称餅茶（プーアール茶）

       　 茉莉茶（ジャスミン茶）

シャンパン

白ワイン

¥1,000

¥1,050

¥650

¥700

¥650

¥700

¥2,000

¥1,000

¥4,800

¥7,800

¥8,800

¥21,000

¥800

¥2,000

¥3,800

¥5,800

¥9,800

¥800

¥2,000

¥3,800

¥4,800

¥5,800

¥9,800

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥500

¥500

¥500

¥500

¥800

¥700

¥700

¥700

※表記価格は全て税抜きです。

ボトル 750ml

ボトル 750ml

ボトル 750ml

ボトル 750ml

ハーフボトル 375ml

ボトル 750ml

ボトル 750ml

125ml

 125ml

ボトル 750ml

ボトル 750ml

ボトル 750ml

ボトル 750ml

ボトル 750ml

ハーフボトル 375ml

 100ml



アリアニコ・デル・アリアニコ・デル・
モリーゼ コンタドモリーゼ コンタド

産地　 イタリア

品種 アリアニコ100％

深みのあるルビーレッド、菫やプラム、チョコレートや

スパイスの香りも感じられます。とてもなめらかで深み

のある味わいです。

■香り　ルビーレッド、菫やプラム、チョコレート

ボトル 5,800ボトル

辛口　フルボディ赤

「力強く、繊細で優雅」

ニュートン・スカイサイドニュートン・スカイサイド

産地　 アメリカ/カリフォルニア

品種 シャルドネ100％

強烈な果実の風味が口の中に広がり、オーク樽からくる

バニラの風味がほのかに感じられます。余韻が長くサッ

パリとしたフィニッシュ。

■香り　トロピカルフルーツ、洋梨、ふじリンゴ、

　　　　メロン、パイナップル、白い花

ボトル 5,800ボトル

辛口白

「果実の凝縮感と心地よい余韻」

WINE LIST

その他 ワイン

インゾリアインゾリア

産地　 イタリア

品種 100％インゾリア

イタリアのシチリア島で作られたオーガニックワイン。

南国のフルーツを想わせる柑橘系の果実の香りと軽快な

酸味、新鮮な果実味はとても美味。

■香り　白い花と柑橘系のフルーツ、

　　　　トロピカルフルーツ

ボトル 3,800ボトル

辛口白

「アロマ香るオーガニックワイン」

ルーナ・アルジェンタ・ルーナ・アルジェンタ・
ネグロアマーロネグロアマーロ

産地　 イタリア

品種 ネグロアマーロ 70％、プリミティーヴ

ォ 30%

色調は濃いルビー色。熟した赤いベリーの香りやペッパー

のスパイシーな香りと、バニラの香りなど。柔らかいタ

ンニンで凝縮感がありリッチな味わい。　

■香り　熟したベリー、バニラ

ボトル 3,800ボトル

フルボディ、ビオ赤

「火鍋に相性抜群の 1 本」

Red Wine

White Wine



マリリン ノーマ・ジーンマリリン ノーマ・ジーン
産地　 アメリカ/カリフォルニア

品種 メルロー100％

タンニンは柔らかく新鮮な黒い果実の香り。減農

薬農法で育てられたロダイ地区のブドウを手摘み

し、優しい印象のあるメルローに仕上げています。

■香り　ラズベリー、プラム、杉の香り

ボトル 5,500ボトル

フルボディ赤

「魅惑的なアロマ＆スパイシー」

品種

カベルネ・ソーヴィニヨン52%

メルロー39%、　マルベック3%

カベルネ・フラン3%、

プティ・ヴェルド3%

メリタージュ　メリタージュ　
ナパ・ヴァレー2016ナパ・ヴァレー2016

ボトル 12,000ボトル

マリリン メルロー　マリリン メルロー　
ナパ・ヴァレー2015ナパ・ヴァレー2015

ボトル 8,800ボトル

Red Wine

マリリン ソーヴィニヨン・ブロンドマリリン ソーヴィニヨン・ブロンド
産地　 アメリカ/カリフォルニア 

品種 ソーヴィニヨン・ブラン100％

優しい口当たりのこのワインは綺麗な酸のフィニッシュ

が長く続く素敵なワイン。マリリン唯一の白ワインです。

■香り　シトラス、パッションフルーツ、アニス

ボトル 5,500ボトル

辛口白

「優しく、優雅な白」

2015

THIS MONTH SPECIAL WINE LIST

今月のおすすめワイン

201７

White Wine

「しなやかでコクのある味わい」

品種 

メルロー　97％　

プティ・ヴェルド　３％

「上質でエレガンスな味わい」
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