
￥22,000

イタリアワインの王様。ベリー系の華やか香りと繊細なタンニン、滑らかな口当たり
Barolo 2016 バローロ

口当たりがシルクのように柔らかく酸味とフレッシュさのバランスがよく余韻が長い
￥8,900Damijan Prelit 2016 ダミアン・プレリット

VALDIBA SUPERIORE 2019 ヴァルディバ・スペリオーレ
ドルチェットで造るフルボディ

￥5,300

￥12,600生産者からの愛が詰まった味わい
“TASO” VALPOLICELLA SUPERIORE 2011 タソ・ヴァルポリチェッラ・スペリオーレ

赤ワインVini Rossi

￥4,600vin d’ ORANGE 2019 ヴァン・ド・ランジェ
柔らかい口当たり、適度なタンニン

エレガントな香り、程よいボリュームで幅広い料理と相性◎

Brunello di Montalcino 2014 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ ￥9,200

Aglianico  2016 アリアニコ
程よい果実味と酸味がバランスよいフルボディ

￥5,300

￥4,500

BOURGOGNE PINOT NOIR  CHANSON 2019ブルゴーニュ ピノ・ノワール  シャンソン
軽やかで程よいボリュームに心地よい後味

￥6,500Coltrada Rouge 2018 コルトラーダ・ルージュ
岡山県産メルロー主体

￥12,600長野県産ワイン。エレガントな香りに適度なタンニン
La Premiere Fois Cabernet Franc 2016 ラ・プルミエール・フォア・カベルネフラン

￥4,900GANG VANG 2019 ガン・ヴァン
篠原麗雄が造るメルロー主体のフランス・ボルドーワイン

小公子 2020 小公子（ しょうこうし )
大岡さんが醸造した山梨産の小公子。果実味とスパイスが綺麗に調和しています

￥11,400

￥6,600BOURGOGNE PINOT NOIR   2017 ブルゴーニュ ピノ・ノワール 
エレガントで力強い味わい

Champagne DRAPPIER
ピノ・ノワールの豊かな果実味と骨格の辛口シャンパーニュ

シャンパーニュ　ドラピエ　ブリュット　ナチュール ￥10,700

白ワインVini Bianchi

スパークリングワインSpumante

イタリアの自然派ワインを代表する造り手ラディコン。凝縮された果実味
RADIKON Ribolla 2002 ( 500ml ) リボッラジャッラ ￥8,200

爽快な酸味とクリアな口当たり
SAUVIGNON BLANC 2020 ソーヴィニヨンブラン ￥4,500

Champagne BOLLINGER

辛口シャンパーニュ。華やかな香りとしっかりとしたコクと旨み
シャンパーニュ　ボランジェ　 ￥12,000

￥7,400

ドメーヌ・テッタ(岡山)のワイン。抜群な香りとキレのいい飲み口
シャルドネ・バリックChardonnay Barrique 2019

プロセッコ　スペリオーレ
6か月のシュールリー、シャルマ方式で2次発酵。辛口スパークリングワイン

PROSECCO SUPERIORE  Brut Nature 2020 ￥5,100

スロヴェニアのリボッラジャッラ。オレンジの色調でパワフルな味わい
REBULA 2014 レブラ ￥9,800

￥7,100

口に含んだ瞬間に上品な香りと味わいが広がります。8か月のシュールリー。15か月熟成
ランゲ・シャルドネLanghe Chardonnay 2017

岡山産マスカットオブアレキサンドリアで造られたワイン果実味が豊か
朱 2021 朱 ( あか ) ￥5,000

フランチャコルタ・ブリュット
　　　　　　　　　フランチェスコ・プリモ

シャルドネ主体。伝統的なスタイルのフランチャコルタ。柔らかい発泡

Franciacorta Brut Francesco Ⅰ ￥9,700

ROERO ARNEIS RISERVA 2019 ロエロ・アルネイス・リゼルヴァ ￥6,600

バリックからくる繊細なヴァニラのアクセントと複雑な果実味

RIESLING 2018 リースリング ￥6,600

ふくよかな果実味。アルザスらしい味わい

エミリアロマーニャ州の飲み心地のいいスイスイ系
IL VEI Ortrugo 2020 オルトゥルーゴ ￥4,400

Birra ビール

グラスワインBicchiere di vino

白ワイン

赤ワイン

カクテルCocktail

チンザノ　ドライ 　ｏｒ　ロッソ( ロック　or　ソーダ ) ￥610

アペロール   ( オレンジ　or　ソーダ ) ￥610

キール ￥610

カシス     ( オレンジ　or　ソーダ ) ￥610

カンパリ  ( オレンジ　or　ソーダ ) ￥610

レモントニック ￥610

プレミアムモルツ　( 生 ) ￥660

イタリア産ノンアルコールビール ( Moretti Zero ) ￥600

イタリア産瓶ビール モレッティ ￥750

香り、酸味、ふくよかな果実味のバランスが最高
ノッテ・ディ・ルナ 2018 ￥1,300

( 白・赤ワインはその他お好みをお申し付け下さい ) ￥700 ～

イタリア エミリアロマーニャのスイスイ系
イルヴェイ　ボナルダ 2018 ￥750

ネッビオーロ。エレガントな香り、程よいボリュームで幅広い料理と相性◎
イル・プロヴィンチャーレ 2015 ￥1,300

フランチャコルタ・ブリュット・フランチェスコ・プリモ ￥1,100
シャルドネ主体。伝統的なスタイルのフランチャコルタ。柔らかい発泡

スパークリングワイン

イタリア エミリアロマーニャのスイスイ系
イルヴェイ　オルトゥルーゴ 2020 ￥750

Caffe カフェ`
エスプレッソ ￥450

アメリカーノ ￥500

紅茶 ￥500

ハーブティー ￥500

グラッパ　　ワインを造った後のブドウの搾りかすで造る蒸留酒 ￥660～

食後酒Digestivo

パッシート　　乾燥させたブドウを使って造る甘口ワイン ￥660

アマーロ　　　香草、薬草で造られるイタリア産ビターリキュール ￥660

サンブーカ　　アニスのリキュール、スッキリとした味わい ￥660

Bevanda analcolia ソフトドリンク

自家製リモンチェッロ　　イタリア定番の食後酒 ￥660

ウーロン茶 ￥550

サンペレグリノ　500ml　( ガス入りミネラルウォーター ) ￥550

水出し紅茶（ uffuオリジナルブレンド ） ￥550

ジンジャーエール( 辛口 ) ￥550

コーラ ￥550

ブラッドオレンジジュース ￥550

オレンジジュース ￥550

シュラブ・オリジナルボタニカル ￥900

Shrb( ビネガーをベースにハーブやスパイスのフレーバーを付けたボタニカルドリンク )　
シュラブ

ノンアルコールワイン（ ワイン用の葡萄から造られたジュース ） ￥700



￥22,000

イタリアワインの王様。ベリー系の華やか香りと繊細なタンニン、滑らかな口当たり
Barolo 2016 バローロ

口当たりがシルクのように柔らかく酸味とフレッシュさのバランスがよく余韻が長い
￥8,900Damijan Prelit 2016 ダミアン・プレリット

VALDIBA SUPERIORE 2019 ヴァルディバ・スペリオーレ
ドルチェットで造るフルボディ

￥5,300

￥12,600生産者からの愛が詰まった味わい
“TASO” VALPOLICELLA SUPERIORE 2011 タソ・ヴァルポリチェッラ・スペリオーレ

赤ワインVini Rossi

￥4,600vin d’ ORANGE 2019 ヴァン・ド・ランジェ
柔らかい口当たり、適度なタンニン

エレガントな香り、程よいボリュームで幅広い料理と相性◎

Brunello di Montalcino 2014 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ ￥9,200

Aglianico  2016 アリアニコ
程よい果実味と酸味がバランスよいフルボディ

￥5,300

￥4,500

BOURGOGNE PINOT NOIR  CHANSON 2019ブルゴーニュ ピノ・ノワール  シャンソン
軽やかで程よいボリュームに心地よい後味

￥6,500Coltrada Rouge 2018 コルトラーダ・ルージュ
岡山県産メルロー主体

￥12,600長野県産ワイン。エレガントな香りに適度なタンニン
La Premiere Fois Cabernet Franc 2016 ラ・プルミエール・フォア・カベルネフラン

￥4,900GANG VANG 2019 ガン・ヴァン
篠原麗雄が造るメルロー主体のフランス・ボルドーワイン

MAGICO MERLOT 2017 マジコ・メルロー
シチリアのメルロー１００％。果実味とタンニンのバランスよいフルボディ

￥7,400

￥6,600BOURGOGNE PINOT NOIR   2017 ブルゴーニュ ピノ・ノワール 
エレガントで力強い味わい

Champagne DRAPPIER
ピノ・ノワールの豊かな果実味と骨格の辛口シャンパーニュ

シャンパーニュ　ドラピエ　ブリュット　ナチュール ￥10,700

白ワインVini Bianchi

スパークリングワインSpumante

イタリアの自然派ワインを代表する造り手ラディコン。凝縮された果実味
RADIKON Ribolla 2002 ( 500ml ) リボッラジャッラ ￥8,200

爽快な酸味とクリアな口当たり
SAUVIGNON BLANC 2020 ソーヴィニヨンブラン ￥4,500

Champagne BOLLINGER

辛口シャンパーニュ。華やかな香りとしっかりとしたコクと旨み
シャンパーニュ　ボランジェ　 ￥12,000

￥7,400

ドメーヌ・テッタ(岡山)のワイン。抜群な香りとキレのいい飲み口
シャルドネ・バリックChardonnay Barrique 2019

プロセッコ　スペリオーレ
6か月のシュールリー、シャルマ方式で2次発酵。辛口スパークリングワイン

PROSECCO SUPERIORE  Brut Nature 2020 ￥5,100

オレンジワイン。５種類のブドウを皮ごと醗酵。パワフルな味わい
Santa CHIARA 2016 サンタ・キアーラ ￥9,800

￥7,100

口に含んだ瞬間に上品な香りと味わいが広がります。8か月のシュールリー。15か月熟成
ランゲ・シャルドネLanghe Chardonnay 2017

果実味が豊かな辛口のアルザスワイン
EDEL 2019 エデル ￥5,400

フランチャコルタ・ブリュット
　　　　　　　　　フランチェスコ・プリモ

シャルドネ主体。伝統的なスタイルのフランチャコルタ。柔らかい発泡

Franciacorta Brut Francesco Ⅰ ￥9,700

ROERO ARNEIS RISERVA 2019 ロエロ・アルネイス・リゼルヴァ ￥6,600

バリックからくる繊細なヴァニラのアクセントと複雑な果実味

RIESLING 2018 リースリング ￥6,600

ふくよかな果実味。アルザスらしい味わい

エミリアロマーニャ州の飲み心地のいいスイスイ系
IL VEI Ortrugo 2020 オルトゥルーゴ ￥4,400

Birra ビール

グラスワインBicchiere di vino

白ワイン

赤ワイン

カクテルCocktail

チンザノ　ドライ 　ｏｒ　ロッソ( ロック　or　ソーダ ) ￥610

アペロール   ( オレンジ　or　ソーダ ) ￥610

キール ￥610

カシス     ( オレンジ　or　ソーダ ) ￥610

カンパリ  ( オレンジ　or　ソーダ ) ￥610

レモントニック ￥610

プレミアムモルツ　( 生 ) ￥660

イタリア産ノンアルコールビール ( Moretti Zero ) ￥600

イタリア産瓶ビール モレッティ ￥750

ふくよかな果実味。アルザスらしい味わい
リースリング 2018 ￥1,300

コエノビウム 2019
修道院で造られているナチュラルワイン

￥850

( 白・赤ワインはその他お好みをお申し付け下さい ) ￥700 ～

イタリア エミリアロマーニャのスイスイ系
イルヴェイ　ボナルダ 2018 ￥750

ネッビオーロ。エレガントな香り、程よいボリュームで幅広い料理と相性◎
イル・プロヴィンチャーレ 2015 ￥1,300

シャンパーニュ・アンリ・ドノン ￥1,100
選別されたブドウから造るシャンパーニュ。程よい酸味

スパークリングワイン

Caffe カフェ`
エスプレッソ ￥450

アメリカーノ ￥500

紅茶 ￥500

ハーブティー ￥500

グラッパ　　ワインを造った後のブドウの搾りかすで造る蒸留酒 ￥660～

食後酒Digestivo

パッシート　　乾燥させたブドウを使って造る甘口ワイン ￥660

アマーロ　　　香草、薬草で造られるイタリア産ビターリキュール ￥660

サンブーカ　　アニスのリキュール、スッキリとした味わい ￥660

Bevanda analcolia ソフトドリンク

自家製リモンチェッロ　　イタリア定番の食後酒 ￥660

ウーロン茶 ￥550

サンペレグリノ　500ml　( ガス入りミネラルウォーター ) ￥550

水出し紅茶（ uffuオリジナルブレンド ） ￥550

ジンジャーエール( 辛口 ) ￥550

コーラ ￥550

ブラッドオレンジジュース ￥550

オレンジジュース ￥550

シュラブ・オリジナルボタニカル ￥900

Shrb( ビネガーをベースにハーブやスパイスのフレーバーを付けたボタニカルドリンク )　
シュラブ

ノンアルコールワイン（ ワイン用の葡萄から造られたジュース ） ￥700



￥22,000

イタリアワインの王様。ベリー系の華やか香りと繊細なタンニン、滑らかな口当たり
Barolo 2016 バローロ

口当たりがシルクのように柔らかく酸味とフレッシュさのバランスがよく余韻が長い
￥8,900Damijan Prelit 2016 ダミアン・プレリット

VALDIBA SUPERIORE 2019 ヴァルディバ・スペリオーレ
ドルチェットで造るフルボディ

￥5,300

￥12,600生産者からの愛が詰まった味わい
“TASO” VALPOLICELLA SUPERIORE 2011 タソ・ヴァルポリチェッラ・スペリオーレ

赤ワインVini Rossi

￥4,600vin d’ ORANGE 2019 ヴァン・ド・ランジェ
柔らかい口当たり、適度なタンニン

エレガントな香り、程よいボリュームで幅広い料理と相性◎

Brunello di Montalcino 2014 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ ￥9,200

Aglianico  2016 アリアニコ
程よい果実味と酸味がバランスよいフルボディ

￥5,300

￥4,500

BOURGOGNE PINOT NOIR  CHANSON 2019ブルゴーニュ ピノ・ノワール  シャンソン
軽やかで程よいボリュームに心地よい後味

￥6,500Coltrada Rouge 2018 コルトラーダ・ルージュ
岡山県産メルロー主体

￥12,600長野県産ワイン。エレガントな香りに適度なタンニン
La Premiere Fois Cabernet Franc 2016 ラ・プルミエール・フォア・カベルネフラン

￥4,900GANG VANG 2019 ガン・ヴァン
篠原麗雄が造るメルロー主体のフランス・ボルドーワイン

小公子 2020 小公子（ しょうこうし )
大岡さんが醸造した山梨産の小公子。果実味とスパイスが綺麗に調和しています

￥11,400

￥6,600BOURGOGNE PINOT NOIR   2017 ブルゴーニュ ピノ・ノワール 
エレガントで力強い味わい

Champagne DRAPPIER
ピノ・ノワールの豊かな果実味と骨格の辛口シャンパーニュ

シャンパーニュ　ドラピエ　ブリュット　ナチュール ￥10,700

白ワインVini Bianchi

スパークリングワインSpumante

イタリアの自然派ワインを代表する造り手ラディコン。凝縮された果実味
RADIKON Ribolla 2002 ( 500ml ) リボッラジャッラ ￥8,200

爽快な酸味とクリアな口当たり
SAUVIGNON BLANC 2020 ソーヴィニヨンブラン ￥4,500

Champagne BOLLINGER

辛口シャンパーニュ。華やかな香りとしっかりとしたコクと旨み
シャンパーニュ　ボランジェ　 ￥12,000

￥7,400

ドメーヌ・テッタ(岡山)のワイン。抜群な香りとキレのいい飲み口
シャルドネ・バリックChardonnay Barrique 2019

プロセッコ　スペリオーレ
6か月のシュールリー、シャルマ方式で2次発酵。辛口スパークリングワイン

PROSECCO SUPERIORE  Brut Nature 2020 ￥5,100

スロヴェニアのリボッラジャッラ。オレンジの色調でパワフルな味わい
REBULA 2014 レブラ ￥9,800

￥7,100

口に含んだ瞬間に上品な香りと味わいが広がります。8か月のシュールリー。15か月熟成
ランゲ・シャルドネLanghe Chardonnay 2017

岡山産マスカットオブアレキサンドリアで造られたワイン果実味が豊か
朱 2021 朱 ( あか ) ￥5,000

フランチャコルタ・ブリュット
　　　　　　　　　フランチェスコ・プリモ

シャルドネ主体。伝統的なスタイルのフランチャコルタ。柔らかい発泡

Franciacorta Brut Francesco Ⅰ ￥9,700

ROERO ARNEIS RISERVA 2019 ロエロ・アルネイス・リゼルヴァ ￥6,600

バリックからくる繊細なヴァニラのアクセントと複雑な果実味

RIESLING 2018 リースリング ￥6,600

ふくよかな果実味。アルザスらしい味わい

エミリアロマーニャ州の飲み心地のいいスイスイ系
IL VEI Ortrugo 2020 オルトゥルーゴ ￥4,400

Birra ビール

グラスワインBicchiere di vino

白ワイン

赤ワイン

カクテルCocktail

チンザノ　ドライ 　ｏｒ　ロッソ( ロック　or　ソーダ ) ￥610

アペロール   ( オレンジ　or　ソーダ ) ￥610

キール ￥610

カシス     ( オレンジ　or　ソーダ ) ￥610

カンパリ  ( オレンジ　or　ソーダ ) ￥610

レモントニック ￥610

プレミアムモルツ　( 生 ) ￥660

イタリア産ノンアルコールビール ( Moretti Zero ) ￥600

イタリア産瓶ビール モレッティ ￥750

ふくよかな果実味。アルザスらしい味わい
リースリング 2018 ￥1,300

( 白・赤ワインはその他お好みをお申し付け下さい ) ￥700 ～

イタリア エミリアロマーニャのスイスイ系
イルヴェイ　ボナルダ 2018 ￥750

ネッビオーロ。エレガントな香り、程よいボリュームで幅広い料理と相性◎
イル・プロヴィンチャーレ 2015 ￥1,300

フランチャコルタ・ブリュット・フランチェスコ・プリモ ￥1,100
シャルドネ主体。伝統的なスタイルのフランチャコルタ。柔らかい発泡

スパークリングワイン

イタリア エミリアロマーニャのスイスイ系
イルヴェイ　オルトゥルーゴ 2020 ￥750

Caffe カフェ`
エスプレッソ ￥450

アメリカーノ ￥500

紅茶 ￥500

ハーブティー ￥500

グラッパ　　ワインを造った後のブドウの搾りかすで造る蒸留酒 ￥660～

食後酒Digestivo

パッシート　　乾燥させたブドウを使って造る甘口ワイン ￥660

アマーロ　　　香草、薬草で造られるイタリア産ビターリキュール ￥660

サンブーカ　　アニスのリキュール、スッキリとした味わい ￥660

Bevanda analcolia ソフトドリンク

自家製リモンチェッロ　　イタリア定番の食後酒 ￥660

ウーロン茶 ￥550

サンペレグリノ　500ml　( ガス入りミネラルウォーター ) ￥550

水出し紅茶（ uffuオリジナルブレンド ） ￥550

ジンジャーエール( 辛口 ) ￥550

コーラ ￥550

ブラッドオレンジジュース ￥550

オレンジジュース ￥550

シュラブ・オリジナルボタニカル ￥900

Shrb( ビネガーをベースにハーブやスパイスのフレーバーを付けたボタニカルドリンク )　
シュラブ

ノンアルコールワイン（ ワイン用の葡萄から造られたジュース ） ￥700



￥22,000

イタリアワインの王様。ベリー系の華やか香りと繊細なタンニン、滑らかな口当たり
Barolo 2016 バローロ

口当たりがシルクのように柔らかく酸味とフレッシュさのバランスがよく余韻が長い
￥8,900Damijan Prelit 2016 ダミアン・プレリット

VALDIBA SUPERIORE 2019 ヴァルディバ・スペリオーレ
ドルチェットで造るフルボディ

￥5,300

￥12,600生産者からの愛が詰まった味わい
“TASO” VALPOLICELLA SUPERIORE 2011 タソ・ヴァルポリチェッラ・スペリオーレ

赤ワインVini Rossi

￥4,600vin d’ ORANGE 2019 ヴァン・ド・ランジェ
柔らかい口当たり、適度なタンニン

エレガントな香り、程よいボリュームで幅広い料理と相性◎

Brunello di Montalcino 2014 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ ￥9,200

Aglianico  2016 アリアニコ
程よい果実味と酸味がバランスよいフルボディ

￥5,300

￥4,500

BOURGOGNE PINOT NOIR  CHANSON 2019ブルゴーニュ ピノ・ノワール  シャンソン
軽やかで程よいボリュームに心地よい後味

￥6,500Coltrada Rouge 2018 コルトラーダ・ルージュ
岡山県産メルロー主体

￥12,600長野県産ワイン。エレガントな香りに適度なタンニン
La Premiere Fois Cabernet Franc 2016 ラ・プルミエール・フォア・カベルネフラン

￥4,900GANG VANG 2019 ガン・ヴァン
篠原麗雄が造るメルロー主体のフランス・ボルドーワイン

小公子 2020 小公子（ しょうこうし )
大岡さんが醸造した山梨産の小公子。果実味とスパイスが綺麗に調和しています

￥11,400

￥6,600BOURGOGNE PINOT NOIR   2017 ブルゴーニュ ピノ・ノワール 
エレガントで力強い味わい

Champagne DRAPPIER
ピノ・ノワールの豊かな果実味と骨格の辛口シャンパーニュ

シャンパーニュ　ドラピエ　ブリュット　ナチュール ￥10,700

白ワインVini Bianchi

スパークリングワインSpumante

イタリアの自然派ワインを代表する造り手ラディコン。凝縮された果実味
RADIKON Ribolla 2002 ( 500ml ) リボッラジャッラ ￥8,200

爽快な酸味とクリアな口当たり
SAUVIGNON BLANC 2020 ソーヴィニヨンブラン ￥4,500

Champagne BOLLINGER

辛口シャンパーニュ。華やかな香りとしっかりとしたコクと旨み
シャンパーニュ　ボランジェ　 ￥12,000

￥7,400

ドメーヌ・テッタ(岡山)のワイン。抜群な香りとキレのいい飲み口
シャルドネ・バリックChardonnay Barrique 2019

プロセッコ　スペリオーレ
6か月のシュールリー、シャルマ方式で2次発酵。辛口スパークリングワイン

PROSECCO SUPERIORE  Brut Nature 2020 ￥5,100

スロヴェニアのリボッラジャッラ。オレンジの色調でパワフルな味わい
REBULA 2014 レブラ ￥9,800

￥7,100

口に含んだ瞬間に上品な香りと味わいが広がります。8か月のシュールリー。15か月熟成
ランゲ・シャルドネLanghe Chardonnay 2017

岡山産マスカットオブアレキサンドリアで造られたワイン果実味が豊か
朱 2021 朱 ( あか ) ￥5,000

フランチャコルタ・ブリュット
　　　　　　　　　フランチェスコ・プリモ

シャルドネ主体。伝統的なスタイルのフランチャコルタ。柔らかい発泡

Franciacorta Brut Francesco Ⅰ ￥9,700

ROERO ARNEIS RISERVA 2019 ロエロ・アルネイス・リゼルヴァ ￥6,600

バリックからくる繊細なヴァニラのアクセントと複雑な果実味

RIESLING 2018 リースリング ￥6,600

ふくよかな果実味。アルザスらしい味わい

エミリアロマーニャ州の飲み心地のいいスイスイ系
IL VEI Ortrugo 2020 オルトゥルーゴ ￥4,400

Birra ビール

グラスワインBicchiere di vino

白ワイン

赤ワイン

カクテルCocktail

チンザノ　ドライ 　ｏｒ　ロッソ( ロック　or　ソーダ ) ￥610

アペロール   ( オレンジ　or　ソーダ ) ￥610

キール ￥610

カシス     ( オレンジ　or　ソーダ ) ￥610

カンパリ  ( オレンジ　or　ソーダ ) ￥610

レモントニック ￥610

プレミアムモルツ　( 生 ) ￥660

イタリア産ノンアルコールビール ( Moretti Zero ) ￥600

イタリア産瓶ビール モレッティ ￥750

ふくよかな果実味。アルザスらしい味わい
リースリング 2018 ￥1,300

( 白・赤ワインはその他お好みをお申し付け下さい ) ￥700 ～

イタリア エミリアロマーニャのスイスイ系
イルヴェイ　ボナルダ 2018 ￥750

ネッビオーロ。エレガントな香り、程よいボリュームで幅広い料理と相性◎
イル・プロヴィンチャーレ 2015 ￥1,300

フランチャコルタ・ブリュット・フランチェスコ・プリモ ￥1,100
シャルドネ主体。伝統的なスタイルのフランチャコルタ。柔らかい発泡

スパークリングワイン

イタリア エミリアロマーニャのスイスイ系
イルヴェイ　オルトゥルーゴ 2020 ￥750

Caffe カフェ`
エスプレッソ ￥450

アメリカーノ ￥500

紅茶 ￥500

ハーブティー ￥500

グラッパ　　ワインを造った後のブドウの搾りかすで造る蒸留酒 ￥660～

食後酒Digestivo

パッシート　　乾燥させたブドウを使って造る甘口ワイン ￥660

アマーロ　　　香草、薬草で造られるイタリア産ビターリキュール ￥660

サンブーカ　　アニスのリキュール、スッキリとした味わい ￥660

Bevanda analcolia ソフトドリンク

自家製リモンチェッロ　　イタリア定番の食後酒 ￥660

ウーロン茶 ￥550

サンペレグリノ　500ml　( ガス入りミネラルウォーター ) ￥550

水出し紅茶（ uffuオリジナルブレンド ） ￥550

ジンジャーエール( 辛口 ) ￥550

コーラ ￥550

ブラッドオレンジジュース ￥550

オレンジジュース ￥550

シュラブ・オリジナルボタニカル ￥900

Shrb( ビネガーをベースにハーブやスパイスのフレーバーを付けたボタニカルドリンク )　
シュラブ

ノンアルコールワイン（ ワイン用の葡萄から造られたジュース ） ￥700


