食前酒

（Ａｐｅｒｉｔｉｆ）

キリンラガービール生 (KIRIN The Lager Draft Beer)
ハイネケンビール (Heineken)
ドラフトギネス (Guinness)
キリンフリー (KIRIN alcohol free)
キール (Kir)
ミモザ (Mimosa)
カシス (Cassis)
カンパリ (Campari)
ピーチ リキュール (Peach Liqueur)

ワインカクテル

キティー (Red Wine & Ginger A`le)
オペレーター (White Wine &Ginger A`le)
白ワインスプリッツァー (White Wine & Soda)

ソフトドリンク

（Ｓｏｆｔ

Ｄｒｉｎｋ ）

ウーロン茶 (Oolong Tea)
ジンジャーエール (Ginger A`le)
コカ・コーラ (Coca Cola)
アクアパンナ（500ｍｌ） (Natural Water)
サンペレグリノ（500ｍｌ） (Sparkling Natura Water)
ブラッドオレンジジュース (Blood Orange Juice)
グレープフルーツジュース (Grapefruit Juice)
クランベリージュース (Cranberry Juice)
アップルジュース (Apple Juice)

食後酒

¥\700
¥\700
¥\800
¥\650
¥\700
¥\700
¥\700
¥\700
¥\700
¥\650
¥\650
¥\650
¥
\450
¥\450
¥\450
¥\600
¥\600
¥\500
¥\500
¥\500
¥\500

（Ｄｉｇｅｓｔｉｆ）

竹鶴 （TAKETSURU)
アマレット (Amaretto)
リモンチェッロ
(Limoncello)
グラッパ (Grappa)
ブランデーＶＳＯＰ (Cognac)
山崎 （YAMAZAKI ）

\750
\750
¥\900
¥\1,000
¥\1,000
\1,200

BY THE GLASS
BUBBLES
ポール ブレハン

Ｂｒｕｔ

WHITE
センデーロ シャルドネ
CH バルテ (グラーヴ)
プランタジェネット オムラ シャルドネ
トゥーレーヌ ソーヴィニヨンブラン

RED
センデーロ カベルネソーヴィニョン
CH レグリース
マルベック LOS HAROLDOS
プランタジェネット オムラ シラーズ
プティベルドー
モンバジャック

France
Chile¥
Bordeaux /France
Western Australia
Loire/France

Chile
Bordeaux /France
Argentina
Western Australia
Bordeaux /France¥

\650

\600
¥\700
¥\700
¥\750

¥\600
¥\700
¥\800
¥\850
\1,000

Bordeaux /France \800

CHAMPAGNE & OTHER SPARKLING
カペッタ ブリュット スプマンテ (HALF 350ml)
モンムソー クレマンドロワール Ｂｒｕｔ
フランチャコルタ・エモショーネ・ミレジマート
モエ シャンドン アンぺリアル
ヴーヴクリコ イエローラベル
ドン ペリニョン

Piemonte/Italy ¥\2,800
Loire/France ¥\4,500
Lombardia/Italy ¥\6,800
Champagne/France ¥\8,800
Champagne/France ¥\9,800
Champagne/France ¥\28,000

【長野ワイン特集】
【東御市

Rue de Vin

リュードヴァン】

Pomme d’Or／Cidre Superieur シードル・スペリュール
Sauvignon Blanc 2015 ソーヴィニヨン・ブラン
Merlot 2014 メルロー
Deux Robes Violettes 2014 ドゥー・ローブ・ヴィオレット
Pinot Noir 2014 ピノ・ノワール
【北信州

くすのきワイナリー】

日滝原2014（セミヨン ソーヴィニオン・ブラン)
カベルネシラーズ2012
ボーリュー2012 （メルロー カベルネ・フラン)
シャルドネ2013 樽熟成
【小諸市
ソラリス
ソラリス
ソラリス
ソラリス

¥¥\4,200
¥\6,800
¥\7,500
¥\8,200
¥\8,800

マンズワイン】
信州
信州
信州
信州

ソーヴィニヨン・ブラン 2015
カベルネ・ソーヴィニヨン 2012
小諸 シャルドネ 樽仕込 2014
小諸 メルロー 2012

¥
\5,300
¥\5,300
¥\5,800
¥\6,400

¥
\6,200
¥\7,200
¥\9,200
¥\9,800

Ｗｈｉｔｅ
Spain

ｳﾞｨﾆｬ ｱﾙﾊﾞﾘ ｱｲﾚﾝ 10
センデーロ シャルドネ

2,800

Ｃｈｉｌｅ¥2,800

ボルドーブラン

Bordeaux /France

3,000

トゥーレーヌ ソーヴィニヨンブラン

Loire/Ｆｒａｎｃｅ

3,200

Bourgogne/Ｆｒａｎｃｅ

3,700

コート ド ローヌ "Cuvee Speciale" Organic

Phone/Ｆｒａｎｃｅ

3,800

リースリング / ﾄﾘﾝﾊﾞｯｸ

Alsace/Ｆｒａｎｃｅ

3,900

Bourgogne/Ｆｒａｎｃｅ

4,200

Alsace/Ｆｒａｎｃｅ

4,300

Loire/Ｆｒａｎｃｅ

4,800

Marlboro/ New Zealand

4,800

グレイワッキ ソーヴィニョン・ブラン

Marlboro/ New Zealand

5,300

サントネ ブラン ２０１３

Bourgogne/Ｆｒａｎｃｅ

6,800

ムルソー ブラン ２０１1

Bourgogne/Ｆｒａｎｃｅ

8,500

シャブリ （ＢＥＪＯＴ ＡＣ）

ブルゴーニュ シャルドネ （ＢＥＪＯＴ ＡＣ）
ゲヴェルツトラミネール / ﾄﾘﾝﾊﾞｯｸ
メヌトゥー・サロン ソーヴィニヨンブラン
クラウディーベイ

ソーヴィニョン・ブラン

Ｒｅｄ

Bordeaux /France 2,500
シャトー セネヤック (353ml)
Chile 2,800
センデーロ カベルネソーヴィニョン
Phone/France 3,000
VDP D`OC シラー
Bordeaux /France 3,200
ボルドー カベルネソーヴィニョン
Argentina 3,300
マルベック LOS HAROLDOS
Chile 3,500
タマヤ カベルネ ソーヴィニョン
Phone/France 3,600
リトルジェームス バスケットプレス
Western Australia 3,700
プランタジェネット オムラ シラーズ
ブルゴーニュ ピノノワール （ＢＥＪＯＴ ＡＣ） Bourgogne/France 3,800
Abruzzo/Italy 3,900
モンテプルチャーノ ダブルッツオ ファルネーゼ
Bordeaux /France 4,200
プティベルドー
Bordeaux /France 4,800
CH モンペラ
Bordeaux /France 5,800
CH アントニック
Marlboro/ New Zealand 6,000
クラウディーベイ
ピノノワール
Piemonte/Italy 6,200
バルバレスコ DOCG CTR
Bourgogne/France 6,200
アロースコルトン １er クリュ
Santa Barbara/USA 7,800
スターレーン カベルネソーヴィニヨン
Piemonte/Italy 11,000
バローロ ＤＯＣＧ CTR
Bordeaux /France 12,000
シャトー ラグランジュ 2012
Toscana/Italy 12,000
ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ 2009
Ribera del Duero/Spain 12,800
ﾍﾟｽｹﾗ ﾘｾﾞﾙﾊﾞ 10 / ｱﾚﾌｧﾝﾄﾞﾛ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ
Bourgogne/France 14,000
ジュブレ・シャンベルタン 2008
Bourgogne/France 15,800
モレ・サン・ドニ 2007
Chile 20,000
アルマヴィーヴァ
Bourgogne/France 28,000
エシェゾー・グランクリュ2011
Napa Valley/USA 48,000
オーパスワン 2009

