
ICE

アイスコーヒー

アイスカフェラテ
特定原材料等：乳

551円

821円

ホットコーヒー

ホットアメリカン

ホットカフェラテ
特定原材料等：乳

カプチーノ
特定原材料等：乳

551円

551円

821円

821円

HOT

エスプレッソ

マキアート
特定原材料等：乳

ホットカフェモカ
ホワイトチョコレート使用

特定原材料等：乳・大豆

551円

551円

881円

アレルギーをお持ちの方は係員にお申し付けください

COFFEE

SET MENU

トリュフ風味チョコレートとコーヒーのセット
プレーンとクルミの2種類
特定原材料等：乳・大豆・クルミ

コーヒー

（ホット・アイス）

カフェラテ

（ホット・アイス）

エスプレッソ

（シングル・ダブル）

シフォンケーキとコーヒーのセット
はちみつ・ピスタチオと生クリーム添え

特定原材料等：乳・小麦・卵

コーヒー

（ホット・アイス）

カフェラテ

（ホット・アイス）

エスプレッソ

（シングル・ダブル）

1151円 1381円

アイスカフェモカ
ホワイトチョコレート使用

特定原材料等：乳・大豆

881円

CHAI 

ホットチャイ
特定原材料等：乳

アイスチャイ
特定原材料等：乳

821円 821円



みかんジュース

うめスパークリングジュース

ゆずスパークリングジュース

レモンスカッシュ

ホットミルク
特定原材料等：乳

ホットレモネード

スルジーヴァ ミネラルウォーター
（ナチュラル無発泡）500ml

アレルギーをお持ちの方は係員にお申し付けください

821円

 

821円

 

821円

 

921円

 

551円

 

921円

 

 

881円

ざくろソーダ

マルティネリアップルジュース

ガルバニーナオーガニックコーラ

自家製ジンジャーエール

921円

 

921円

 

921円

 

961円

ホットチョコレート
特定原材料等：乳

ホットジンジャー

921円

 

961円

 

 

SOFT DRINK 

HOT DRINK 

MINERAL WATER 

サンペレグリノ  ミネラルウォーター
（スパークリング発泡）500ml 881円



CHAMPAGNE

601円

アレルギーをお持ちの方は係員にお申し付けください

SPARKLING WINE

   1371円
しなやかでやわらかく白桃やリンゴの蜜のような香りが印象的

ピノノワール85%・シャルドネ10%・ムニエ5%

ドラピエ カルト ドール ブリュット

ドメーヌ マリ— ドゥメ 
シャンパーニュ トラディシオン 

1431円
口にふくむとプュアでしなやかだが、熟した白桃や赤い果肉の

　オレンジ、グレープフルーツの果実味が感じられる
ピノノワール100%（ブラン ド ノワール）

ALCOHOL

本日のスパークリングワイン

ミッシェルゴネ レ トロワテロワール
エクストラ ブリュット

繊細で上品なキレを持ち爽やかで心地よい酸味が特徴的
シャルドネ100%

1631円

ペリエ ジュエ グラン ブリュット 
フローラルで様々な果実味を感じる、端正でエレガントな揺るぎないスタイル

ピノノワール40%・ムニエ40%・シャルドネ20% 2001円

SET MENU 

トリュフ風味チョコレートとシャンパーニュのセット
※シャンパーニュによりお値段が異なります。

1831円〜

100mlでご用意しています。

プレーンとクルミの2種類
特定原材料等：乳・大豆・クルミ

100mlでご用意しています。



TASTING SET 

色・香り・泡の違いをお楽しみください。

スパークリングワイン & シャンパーニュ 　1541円

2種類のセット、各60mlの組み合わせです。

CHAMPAGNE SET 

シャンパーニュの違いをお楽しみください。

ドラピエ カルト ドール &
　　　　　　　　　ドメーヌ マリー ドゥメ 　 　1851円

ドラピエ カルト ドール  &
　　　　　　　　　 ミッシェル ゴネ  　1891円

ドメーヌ マリー ドゥメ    &
　　　　　　　　　 ミッシェル ゴネ 　1981円

ペリエ ジュエ  &
　　　　　　   ドメーヌ マリー ドゥメ 

ペリエ ジュエ    &
　　　　　　       ミッシェル ゴネ 

ルイ ロデ レール &
　　　　　　　ドメーヌ マリー ドゥメ 

ルイ ロデ レール   &
　　　　　　　    ミッシェル ゴネ 

　2146円

　2146円

　2246円

　2246円

アレルギーをお持ちの方は係員にお申し付けください

2種類のセット、各60mlの組み合わせです。



アレルギーをお持ちの方は係員にお申し付けください。

WINE
WHITE WINE

RED WINE

ORANGE WINE

自社駒園園圃場の甲州　ビオロジック 

白桃やリンゴ、和柑橘の香りがあり、豊かな果実味が感じられます。

フレッシュで、酸味もほどよく、ミネラル感があるのが特徴的です。 1101円

自然酵母発酵、8日間のマセラシオン後、ステンレスタンクでの発酵・熟成。

フィルターや清澄作業は一切行わず、亜硫酸もいかなる段階でも

使わずにボトル詰め。
1201円

サンドロ　ファイ　
　　　ヴァルテッリーナSP
　　　　　　　ヴァルジェラ　コスタ　バッサ　（イタリア　ピエモンテ　 中重）　

キアヴエンナスカ（ネッピオーロ）　ビオロジック 

1101円

色調は透明感のあるルビーレッド。果実味、ドライフラワー、枯葉、

白コショウのアクセントが複雑。フレッシュで柔らかくやさしい甘みがあり上品。

タンニンは溶け込み、透明感の中に旨みがあり飲み心地がとてもよい。

※ビオロジック（有機栽培）化学肥料を使わず、有機肥料を使用する農薬。また、無農薬でぶどうを育てる農法。

ファンゴリ　マチェラトゥム　2019　 (イタリア 　ウンブリア　辛)

トレビアーノ・スポレティーノ　ビオロジック 

駒園ヴィンヤード　シングルリージョン
　Ｔａｏ　甲州駒園 2019 　(山梨　塩山　辛 )



JAPANESE BEER １４６１円

イエヴァー ピルスナー（ドイツ）
ホッ プの強い苦み、喉の通りはスムーズ

アレルギーをお持ちの方は係員にお申し付けください

WORLD BEER

ヒューガルデン ホワイト（ベルギー）
さわやかな酸味とコリアンダーのスパイシーさフルーティーな香りヒナノ（タヒチ）

ホップの香りが爽やかで、軽快な味わい

アジェンデザ  デッド 
　　　　　ブラウンビール（メキシコ）
焦がしキャラメル、ローストナッツの香り

なまらにがいビールIPA（アメリカ）
ブルータルビタービール「残酷に苦い」と意味を持つほど苦み強し

   1131円
     991円

    981円

      981円

いわて蔵ビールIPA（岩手）
通常の4倍のホップを使い麦芽を1.5倍使用したリッチなビール

盛田金しゃちビールIPA（愛知）
芳醇であり飲み口がスッキリしているバランス、余韻も楽しめる

箕面ビール・W-IPA（大阪）
濃厚なモルトのフレーバー、アメリカンホップのフルーティーで芳醇な香り

COEDO毬花セッションIPA（埼玉）
シトラスを想わせるアロマホップ、洗練された苦味のあるフレーバー

   1161円

    1131円

      991円

    1131円

独歩スパークリングビール（岡山）
華やかな果物の実を思わすフルーティーな香りとさわやかな酸味

   1260円

箕面ビール・ヴァイツェン（大阪）
フルーティで優しい口当たり、飲むほど味わい深い小麦ビール

      981円

COEDO漆黒（埼玉）
アロマホップは心地よい香り1種類のブラックモルトと6種の麦芽の配合

      981円

NON -ALCOHOLIC BEER
龍馬1865(日本)
プリン体ゼロ、添加物ゼロ、麦芽100%、2種のホップ

      881円

本日のタップ・マルシェ
       月替わりのクラフトビール

      981円

アジェンデザ  デッド 
　　　　　ホワイトエール（メキシコ）
コリアンダーシードやオレンジビールからくる力強い柑橘の爽やかさ

      981円

アジェンデザ  デッド IPA（メキシコ）
豊かな味わいと力強い苦み、イエローピーチ、アプリコットなどのアロマ

      981円



TOASTED SANDWICH

ロースハムのクロックムッシュ
ロースハム・チーズ・ベシャメルソース

・マスタード・黒コショウ

特定原材料等：豚肉・小麦・乳・大豆

ALACARTE

ナッツ盛り合わせ
ピスタチオ・アーモンド･

ジャイアントコーン・クルミ

特定原材料等：クルミ・アーモンド

オリーブ

生ハムとトマトのバジルサンド
生ハム・チーズ・トマト・バジル

 

特定原材料等：豚肉・小麦・乳・大豆

生ハム（プロシュートとサラミ）
特定原材料等：豚肉

タコマリネのバケット添え
タコのマリネ：ペペロンチーノ風味

ニンニク・唐辛子・バジルでアクセント

特定原材料等：小麦・大豆・鶏肉

DESSERT

シフォンケーキ
はちみつ・ピスタチオと生クリーム添え

特定原材料等：小麦・乳・卵

アフォガート
特定原材料等：乳・クルミ

トリュフ風味チョコレートとコーヒーのセット
プレーンとクルミの2種類

特定原材料等：大豆・乳・クルミ

コーヒー

（ホット・アイス）

カフェラテ

（ホット・アイス）

エスプレッソ

（シングル・ダブル）

シフォンケーキとコーヒーのセット
はちみつ・ピスタチオと生クリーム添え

特定原材料等：小麦・乳・卵

コーヒー

（ホット・アイス）

カフェラテ

（ホット・アイス）

エスプレッソ

（シングル・ダブル）

881yen 881yen

501yen 601yen

791yen 841yen 

種付きグリーンオリーブ

アレルギーをお持ちの方は係員にお申し付けください

881yen 761yen

1151yen 1381yen


