
グラスワインBicchiere di vino

Birra ビール

カクテルCocktail

Bevanda analcolia ソフトドリンク

白ワイン

赤ワイン

プレミアムモルツ　( 生 )

キール 

カシス     ( オレンジ　or　ソーダ )

レモントニック

ウーロン茶

ジンジャーエール( 辛口 )

コーラ

オレンジジュース

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 ）

ハイボール

赤ワインVini Rossi

奥深い香りにしっかりとしたタンニン

MONTEFALCO ROSSO RISERVA 2017 モンテファルコ・ロッソ ￥8,400

la borgatta 2016 ラ・ボルガッタ
薬剤に頼らない農業で造られたブドウを使いしっかりとしたタンニンと厚みのある飲み口

￥6,900

Aglianico  2017 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

￥6,100

ROSSO MASIERI 2021 ロッソ・マシェリ
出汁のような旨味

￥6,400

イタリアワインの王道
￥9,000Rosso di Montepulcino 2016 ロッソ・ディ・モンテプルチアーノ

￥12,000

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

メルロー85%、カベルネ・ソーヴィニヨン15%。
口当たりがシルクのように柔らかく酸味のバランスがよく余韻が長い

￥12,500Damijan Prelit 2017 ダミアン・プレリット

￥13,000

南のバローロと言われるワイン。このビンテージはなかなかレアです
TAURASI 2009 タウラージ

￥19,000

世界中が認めるバルバレスコ。
華やか香りで酸と繊細なタンニンが絶妙なバランス

Barbaresco 2019 バルバレスコ

￥9,800PINOT NERO   2018 ピノ・ネロ　ムーニ 
イタリアのピノノワール。エレガントな香り

LA GAZZELLA 
モスカート主体のロゼワイン。

スプマンテ・ブリュット・ロゼ・ラ・ガッゼッラ ￥9,700

白ワインVini Bianchi

スパークリングワインSpumante

ダリオプリンチッチ。樽にて30ヶ月熟成。ノンフィルターで旨みの塊
BIANCO SIVI 2016 ビアンコ・シヴィ ￥9,300

ブラン・ド・ブラン ドサージュ ゼロ
100%シャルドネ。瓶内２次発酵、シャンパーニュ方式

Blanc De Blanc Brut Dosaggio  Zero ￥11,700

￥9,100

オレンジワイン。果皮由来の苦味とタンニン。しっかりとした酸の旨味
アユートa-iuto! 2021

SASSAIA 2020 サッサイア ￥6,900

酸味・香り・コク・キレのバランスがいいイタリアの自然派ワイン

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

ダミアン。最高のヴィンテージ。パワフルでワイン単体でも楽しめます
RIBOLLA GIALLA 2017 リボッラ・ジャッラ ￥12,500

アルネイス80％　モスカート20％　香り高いワイン
Armonia 2018 アルモニア ￥8,900

￥6,600

造り手がこだわり抜いたワイン
ガヴィGavi 2021

 PICO 2019 ピーコ ￥8,800

ラ・ビアンカーラが造る上級の自然派ワイン。ガルガネガ１００％

anatraso 2016 アナトラーゾ ￥9,100

トレッビアーノ主体のオレンジワイン

グラスワインBicchiere di vino

Birra ビール

カクテルCocktail

Bevanda analcolia ソフトドリンク

食後酒 / カフェDigestivo / Caffe`

白ワイン( お好みをお申し付け下さい ) ￥800 ～
スパークリングワイン ￥900

赤ワイン( お好みをお申し付け下さい ) ￥800 ～

プレミアムモルツ　( 生 ) ￥700

イタリア産瓶ビール モレッティ ￥800

キール ￥650

カシス     ( オレンジ　or　ソーダ ) ￥650

ヴェルモット・ビター ( ロック　or　オレンジ　or　ソーダ )
 　赤ワインに厳選したハーブやスパイスを漬け込んだリキュール

￥800

レモントニック ￥650

ウーロン茶 ￥600

サンペレグリノ　500ml　( ガス入りミネラルウォーター ) ￥700

ジンジャーエール( 辛口 ) ￥600

コーラ ￥600

ブラッドオレンジジュース ￥600

オレンジジュース ￥600

ノンアルコール　赤ワイン ￥700

イタリア産ノンアルコール　ビール( Moretti Zero ) ￥600

エスプレッソ ￥450
アメリカーノ ￥550
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 ～

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
自家製リモンチェッロ　　イタリア定番の食後酒 ￥660

ノンアルコール　スパークリングワイン ￥800

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 ) ￥700

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

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

￥900アップル シナモン

イタリア産ノンアルコールビール( Moretti Zero ) ￥600
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