Beer

Cocktail
Glass ¥390 / Jog ¥550

アサヒスーパードライ
Asahi Super Dry

Craft Beer
Wine by the glass

Sparkling Wine

Glass ¥480

スタッフにおたずねください。

White Wine
Glass ¥390

500ml ¥1,500

1000ml ¥2,950

スタッフにおたずねください。

ワイン メン

オブ

ゴッサム

シャルドネ

Glass ¥500

Wine Men of Gotham Chardonnay
◆ 生産国 オーストラリア

ABV : 5.0 %

サッポロビール (東京)

香ばしさとほろ苦さの余韻が心地よいビール。
ヱビスビールの中でも最高峰とされる。

パクチー ジントニック

毬

クセになる香りにハマる
ジントニック

花

◆ 生産者

House Wine (White)

ABV : 4.3%

Coriander Gin Tonic

S-size ¥580
R-size ¥780

◆ スタイル IPA
シトラスフルーツを思わせるアロマが華やかに香る
セッション・ＩＰＡ。クリアな飲み心地。

ホワイトエール

500ml ¥2,100

ヴァイツェン S-size ¥680
R-size ¥880

Jack Jack Highball

◆ 生産者

ブラック&ハニーの
ミクスチャーハイボール

エチゴビール (新潟)

◆ スタイル ホワイトエール & ヴァイツェン

シレーニ

全国１号地ビール販売。小麦麦芽と大麦麦芽で作った
南ドイツの伝統にごりビール。

セレクション

ソーヴィニヨン ブラン

◆ 生産国 ニュージーランド

Glass ¥700

500ml ¥2,700

黒船ポーター

◆ ぶどう品種 ソーヴィニヨン ブラン

Kurofune Porter

洗練されたトロピカル・フルーツの香り、ドライでフレッシュな後味が印象的です。

◆ 生産者

Glass ¥390

House Wine (Red)

500ml ¥1,500

オブ

ゴッサム

カベルネ ソーヴィニヨン

Wine Men of Gotham Cabernet Sauvignon
◆ 生産国 オーストラリア

Glass ¥500

500ml ¥2,100

◆ ぶどう品種 カベルネ ソーヴィニヨン

パーカーポイント85〜88点獲得！カシスとベリーの香りにチョコレートの特徴が広がります。

アップル No.1 モヒート
Apple No.1 Mojito

ジンファンデル

Mammoth Zinfandel
◆ 生産国 イタリア

Glass ¥700

◆ ぶどう品種 ジンファンデル

リッチでフルボディのワイン。グリルステーキによく合います。

たっぷりミントとアップルバーボンで
キマり！

¥550

Soft Drink
コカ・コ ーラ

¥380

7 UP

¥380

コカ・コーラ ゼロ

¥380

オレンジジュース

¥400

からだすこやか茶 W

¥400

黒烏龍茶

¥450

Coca Cola

Coca Cola Zero

マンモス

ベアードブルーイング (静岡)

1000ml ¥2,950

スタッフにおたずねください。

500ml ¥2,700

¥550

S-size ¥680
R-size ¥880

強く焙煎したローストモルトを加えたビール。
コーヒー、カカオ、チョコレートのアロマ。

ハウスワイン ( 赤 )

メン

ABV : 6.0%

◆ スタイル ポーター

Red Wine

ワイン

ジャックジャック ハイボール

White Ale & Weizen ABV : 5.5%

パーカーポイント85〜88点獲得！ナッツやトロピカルフルーツが感じられる心地よい質感です。

セラー

¥550

コエドブルワリー (埼玉)

◆ ぶどう品種 シャルドネ

Sileni Cellar Selection Sauvignon

¥420

◆ スタイル ピルスナー

Marihana

ハウスワイン ( 白 )

仕上がりパーフェクトバランス

S-size ¥580
R-size ¥780

エビス マイスター 匠の逸品
◆ 生産者

Sparkling Wine by the Glass

Lemon Sour

「クラフトビール」とは、小規模なビール醸造所で精魂込めて造っているビールです。
ビール職人が造り出す高品質なビールを「手工芸品」に例えて
クラフトビールと呼びます。

Yebisu Meister

グラス スパークリングワイン

レモンサワー

Karada-sukoyaka Cha W

脂肪の吸収を抑え、糖の吸収を穏やかにする。

Seven Up
Orange Juice

Kuro Oolong Tea

ハイボール

¥420

カシスオレンジ

¥500

アペロール スプリッツァ

¥500

Highball

Cassis Orange

Aperol Aperola

脂肪の吸収を抑える。
※ 表示価格は税抜価格です

