
COCKTAILS

STRAIGHT UP 

SHORT 

OUZO

BEER 

 

LONG

ペアセフォーネ
ケテルワンウオッカ､サンジェルマン､エルダーフラワー
洋ナシ､パクチー

1300

ハイマウンテン ・ アイスティー
ラム､アンズ､マウンテンティー､レモン､ハニー､ミント

1250

アリストテレ ・ オナシス
ウィスキー､マルティニロッソ､アマーロモンテネグロ

1200

ピックルド ・ グリーク
ヘンドリックスジン､キュウリ､ライム､グリーンチリヴィネガー

1450

AUSTERITY COCKTAIL (NON-ALCOHOLIC)

ランディス
エルダーフラワーシロップ､クローヴ､シナモン､ソーダ

900

シシーポス
オレンジ､グレープフルーツ､ミント

950

アルテミス
洋ナシ､ライム､ジンジャー

900

アサヒ　ドライゼロ　ノンアルコールビール 700

クーパーズ　ペール ・ エール　オーストラリア (330ML) 1400

アサヒ　熟撰 〈生〉 900

ペローニ　ナストロアズーロ　イタリア 〈生〉 980

ウゾ　プロマリ　ボトル (200ML) 3000

ウゾ　プロマリ (30ML) 600

こちらのメニューは税込表記です
17:00 以降サービス料 10%頂戴致します

1500イエロー ・ ドンキー　グリーククラフトビール
サントリーニ　ギリシャ (330ML)

1400ストーミー ・ エージアン
ダークラム､チェリーヒーリング､アマーロモンテネグロ
ライム､ジンジャービア

ティアーズ ・ オブ ・ キオス
タンカレージン､マスティック､キュウリ､レモン

1300

アテンズ ・ アイスティー
ジャスミンティー､パッションフルーツ､バニラ

900

1200ミソス　ラガー　ギリシャ (330ML)

ニュンペー
スダチ､ジンジャー､クローブ､タイム､ソーダ､トニック

900

1400シナモン ・ ゴールド ・ ラッシュ
シナモン､ウィスキー､レモン､オレンジハニー

公式メルマガ会員募集中です（特典あり）

グリークマティーニ
アポロオリジナルジン､スキノス､ノイリープラット

1200

1200フィックス　ラガー　ギリシャ (330ML)



BY THE GLASS REDBY THE GLASS SPARKLING

NV シャンドン　ロゼ
シャルドネ､ピノノワール　ヤラヴァレー　オーストラリア

1480

2020 キリヤーニ　アカキーズ　ロゼ
クシノマヴロ　アミンデオン　ギリシャ

1200

NV キリヤーニ　キュヴェ ・ スペシャル
クシノマヴロ､シャルドネ､モスカート
アミンデオン　ギリシャ

1100

2020 ワラメイト　ピノノワール
ヤラヴァレー　オーストラリア

1800

2017 キリヤーニ　ラムニスタ　クシノマヴロ
ナウッサ　ギリシャ

1400

2018 マウント ・ ランギ　ギラン　クリフ ・ エッジ ・ シラーズ
グランピアンズ　オーストラリア

1000

2019 クラッカージャック　カベルネソーヴィニヨン
マレーダーリング　オーストラリア

900

こちらのメニューは税込表記です
17:00 以降サービス料 10%頂戴致します

NV ランソン　ブラックラベル　ブリュット
シャンパーニュ　ランス

1950

BY THE GLASS CHAMPAGNE

2016 ティミオプロス　クシノマヴロ ・ ナチュール
ナウッサ　ギリシャ

1100

16002019 イエア　S　アギオルギティコ､シラー　
ネメア　ペロポニソス　ギリシャ

BY THE GLASS WHITE

9002021 スメリ　フィースト ・ ホワイト
モスコフィレロ､ロディティス　マンティニア　ギリシャ

14002020 ヨハン ・ メイヤー　パルミエット　シャルドネ
エルギン　サウスアフリカ

12002020 キリヤーニ　アシルティコ
フロリナ　ギリシャ

1000NV テトラミソス　レッツィーナ　ロディティス
パトラス　ギリシャ

2020 コニェット　ミュスカデ
セーヴル ・ エ ・ メーヌ　シュール ・ リー
ロワール　フランス

950

12002020 アーラー　ソーヴィニヨンブラン
ワイララパ　ニュージーランド

2020 メシムネオス　オレンジ
チディリオティコ　レスヴォス　ギリシャ

1400

BY THE GLASS ORANGE

BY THE GLASS ROSE

2020 マイク ・ プレス　ピノノワール ・ ロゼ
アデレードヒルズ　オーストラリア

900

2020 シャトー ・ ド ・ ロックフォール　ル ・ ボン ・ヴィヴァン　
シラー　グルナッシュ　サンソー　ロール　プロヴァンス　フランス

1100

2020 エル ・ トロヤーノ　オレンジ
ヴェルデホ　ラ ・ マンチャ　スペイン

950

2021 カッシーナ ・ ロエラ　ビアンコ ・ チャピン
シャルドネ､アルネイス､コルテーゼ　ピエモンテ　イタリア

1000

9002020 トラバッハー ・ シュロスベルグ　リースリング
カビネット　モーゼル　ドイツ



こちらのメニューは税込表記です
17:00 以降サービス料 10%頂戴致します

NV シャンドン　ロゼ
ヤラヴァレー　ヴィクトリア　オーストラリア

7600

NV キリヤーニ　キュヴェ ・ スペシャル　ブリュット
クシノマヴロ､シャルドネ､モスカート
アミンデオン　ギリシャ

4500

SPARKLING

2015 カラニカ　キュヴェ ・ スペシャル　ブリュット
クシノマヴロ　アミンデオン　ギリシャ

7400

NV ドミニオ ・ デ ・ ロス ・ デュケス　カヴァ　ブリュット
マカベオ　スペイン

3600

2020 キリヤーニ　アカキーズ　ロゼ
クシノマヴロ　アミンデオン　ギリシャ

5400

NV ランソン　ブラックラベル　ブリュット
シャンパーニュ　ランス

12500

2012 ドン ・ ペリニヨン　ブリュット
シャンパーニュ　エペルネィ

48000

NV キャティア　ブリュット　アンティーク　プルミエクリュ
シャンパーニュ　ランス

8800

CHAMPAGNE

2010 ドゥッツ　オマージュ ・ ア ・ ウィリアム ・ ドゥッツ
ブリュット　シャンパーニュ　アイ

29000

NV クリュッグ　グランドキュヴェ　ブリュット
シャンパーニュ　ランス

54000

820002000 クリュッグ　ブリュット
シャンパーニュ　ランス

2002 ロジェ ・ ブリュン　レゼルヴ・ ファミリアール
エクストラ ・ ブリュット　シャンパーニュ　アイ

28000

2014 ジェローム ・ プレヴォー　ラ ・ クロズリー　ファク ・ シミレ
ロゼ　エクストラ ・ ブリュット　シャンパーニュ　
モンターニュ ・ ドウ ・ ランス

32000

2000 アンリオ　キュヴェ ・ デ ・ アンシャンテルール
ブリュット　シャンパーニュ　ランス

44000

NV ロジェ ・ ブリュン　ブラン ・ ドゥ ・ ブラン　ブリュット
プルミエクリュ　シャンパーニュ　アイ

22000

2004 ルイナール　ドン ・ ルイナール
ブラン ・ ドゥ ・ ブラン　ブリュット　シャンパーニュ　ランス

48000

2004 ボランジェ　グランダネ
ブリュット　シャンパーニュ　アイ

43000

2012 ブリュン ・ セルヴネィ　キュベ ・ エグズィラロント
シャンパーニュ　アヴィーズ

16000



こちらのメニューは税込表記です
17:00 以降サービス料 10%頂戴致します

WHITE

55002020 ルーウィン ・ エステート　シブリングス
ソーヴィニヨンブラン　マーガレットリヴァー
ウェスタンオーストラリア

65002021 テトラミソス　ミュスカ ・ セック
ペロポネス　ギリシャ

LIGHT & CLEAN

2021 ローガン ・ ウィーマラ　リースリング
オレンジ　ニューサウスウェールズ　オーストラリア

3800

2019 パパヤナコス　サヴァティアーノ
マルコプロ　ギリシャ

4200

2021 グロセット　アーリア ・ リースリング
クレアヴァレー　サウスオーストラリア

9200

2020 ジャン ・ マルク ・ ブロカール　シャブリ　サント ・ クレール
シャルドネ　ブルゴーニュ　フランス

6000

2015 アルギロス　サントリーニ
アシルティコ　ギリシャ

11000

2016 ツェレポス　サントリーニ　カナヴァ ・ クリッソウ
アシルティコ　ギリシャ

12000

2020 コニェット　セーヴル ・ エ ・ メーヌ　シュール ・ リー
ミュスカデ　ロワール　フランス

4000

2021 ザポーン ・ フィアーノ　
フィアーノ　ラングホーンクリーク　サウスオーストラリア

6500

2018 ジャスト ・ ビー　アルバリーニョ
リアス ・ バイシャス　スペイン

5200

AROMATIC & MEDIUM BODIED

2021 ボエジャー ・ エステート　シュナンブラン
マーガレットリヴァ　ウェスタンオーストラリア

4800

2017 オーシャンエイト　ピノグリ
モーニントンペニンシュラ　オーストラリア

9000

2017 ヴィラ ・ ノヴァ　ヴィーニョ ・ヴェルデ
ロウレイロ､アヴェッソ　ポルトガル

3500

1996 ツィント ・ ウンブレヒト　エングスト
ゲヴェルツトラミネール　アルザス　フランス

20000

48002020 勝沼醸造　アルガブランカ　クラレーザ　甲州
山梨　

58002020 アーラー　ソーヴィニヨンブラン
ワイララパ　ニュージーランド

2018 勝沼醸造　アルガーノ　ボシケ　甲州
山梨　

7000

2015 クリストフ ・ コルディエ　プイィ ・ フュイッセ
ジュリエット ・ ラ ・ グランド　シャルドネ　フランス

18500

2017 ティボー ・ ブディニョン　アンジュー ・ ブラン
フランソワーズ　シュナンブラン　ロワール　フランス

12800

2010 ボングラン　ヴィレ ・ クレッセ　キュヴェ E.J. テヴネ
シャルドネ　ブルゴーニュ　フランス

13800

2020 モスウッド　セミヨン
マーガレットリヴァ　ウェスタンオーストラリア

7500

1997 ニコラ ・ ジョリー
クロ ・ ドゥ ・ ラ ・ クーレ ・ ドゥ ・ セラン
シュナンブラン　ロワール　フランス

26000

NATURAL

2016 ラ ・ フェルム ・ ドゥ ・ ラ ・ サンソニエール
ラ ・ リュンヌ ・ アンフォール　シュナンブラン
ロワール　フランス

14000

2019 サントール　サンタメリアナ
サンタメリアナ　ペロポネソス　ギリシャ

6300

2004 ニコラ ・ ジョリー　クロ ・ ドゥ ・ ラ ・ヴェルジュリー
シュナンブラン　ロワール　フランス

22000

2019 オステルタグ　レ ・ ジャルダン　リースリング
アルザス　フランス

7500

2011 パスカル ・ コタ　サンセール　レ ・ モン ・ ダムネ
ソーヴィニヨンブラン　ロワール　フランス

25000

2019 パスカル ・ コタ　サンセール　ラ ・ グランド ・ コート
ソーヴィニヨンブラン　ロワール　フランス

16000

2020 キリヤーニ　アシルティコ
フロリナ　ギリシャ

7000

2020 シガラス　サントリーニ
アシルティコ　ギリシャ

10000

2019 ジュリアン ・ ブロカール　シャブリ　ボワッソヌーズ
シャルドネ　ブルゴーニュ　フランス

8000

2020 トラーバッハー ・ シュロスベルグ
リースリング　カビネット　モーゼル　ドイツ

4400

2019 サントール　ロディティス
ロディティス　アハイア　ギリシャ

5200



こちらのメニューは税込表記です
17:00 以降サービス料 10%頂戴致します

WHITE

2019 クラッカージャック　シャルドネ
マレーダーリング　オーストラリア

4200

2019 ロンズデイル ・ リッジ　シャルドネ
マレーダーリング　オーストラリア

3300

FULL & TEXTURED

2018 テヴネ ・ エ ・ フィス　マコン ・ヴィラージュ
シャルドネ　ブルゴーニュ　フランス

7600

2020 ショウ ・ アンド ・ スミス　M3　シャルドネ
アデレードヒルズ　サウスオーストラリア

9800

2020 イエア　サントリーニ　アシルティコ ・ バイ ・ イエア
ワイルド ・ ファーメント　ギリシャ

10500

92002019 クラウディベイ　シャルドネ
マールボロー　ニュージーランド

89002020 ヨハン ・ メイヤー　パルミエット　シャルドネ
エルギン　サウスアフリカ

2018 ベルナール ・ ボナン　ブルゴーニュ　イニシャル B.B.
シャルドネ　フランス

13000

2007 シャトー ・ ドゥ ・ フューザル
ソーヴィニヨンブラン､セミヨン
ペサック ・ レオニャン　ボルドー　フランス

17800

2018 フィリップ ・ パカレ　ラドワ
シャルドネ　ブルゴーニュ　フランス

16000

2019 シャトー ・ ドゥ ・ ムルソー
ムルソー ・ デュ ・ シャトー
シャルドネ　ブルゴーニュ　フランス

22000

240002007 ヤラ ・ イエリング　シャルドネ
ヤラヴァレー　ヴィクトリア　オーストラリア

ORANGE

2020 メシムネオス　オレンジ
チディリオティコ　レスヴォス　ギリシャ

8300

NV テトラミソス　レッツィーナ　ロディティス
パトラス　ギリシャ

6000

ROSE

2018 キリヤーニ　パランガ　フラワーズ
クシノマヴロ､メルロ　マケドニア　ギリシャ

3600

2020 マイク ・ プレス　ピノノワール ・ ロゼ
アデレードヒルズ　オーストラリア

3600

2021 カッシーナ ・ ロエラ　ビアンコ ・ チャピン
シャルドネ､アルネイス､コルテーゼ　ピエモンテ　イタリア

5400

2016 イエア　サントリーニ　アシルティコ ・ クレィ
ギリシャ

12400

2019 エル ・ トロヤーノ　オレンジ
ヴェルデホ　ラ ・ マンチャ　スペイン

4600

2022 A.J. アダム　ロゼ
シュペートブルグンダー　モーゼル　ドイツ

4400

2020 イエア　アギオルディコ 14-18H
ペロポネソス　ギリシャ

5200

RETSINA

NV ケクリス　レッツィーナ　ロゼ
クシノマヴロ　マケドニア　ギリシャ

8200

NV ケクリス　レッツィーナ　ケクリバリ
ロディティス　マケドニア　ギリシャ

500ML 3800

NV ケクリス　レッツィーナ　ティアー ・ オブ ・ ザ ・ パイン
アシルティコ　マケドニア　ギリシャ

9200

NV ケクリス　レッツィーナ　アフロス　ペティヤン
ロディティス　マケドニア　ギリシャ

7500

2021 デラタイト　ヘルズ ・ ウィンドウ
ピノグリ､ゲヴェルツトラミネール､リースリング
ヴィクトリア　オーストラリア

5800

2018 ヴェルジェ　マコン ・ヴィラージュ　テール ・ ドゥ ・ ピエール
シャルドネ　ブルゴーニュ　フランス

6000

2015 ダヴィッド ・ デュバン　ブルゴーニュ
オート ・ コート ・ ドゥ ・ ニュイ　シャルドネ　フランス

8000

2018 フーリエ　ブルゴーニュ
シャルドネ　フランス

14800

2017 ジャック ・ プリウール　ボーヌ　シャン ・ ピモン
シャルドネ　ブルゴーニュ　フランス

15000

2017 ベルヴェール　アテンズヴィンヤード　シャルドネ
ギップスランド　ヴィクトリア　オーストラリア

6800

2019 カステッロ ・ デイ ・ ランポッラ　トレビアンコ
シャルドネ､ソーヴィニヨンブラン､ゲヴェルツトラミネール
トスカーナ　イタリア

9800

2020 シャトー ・ ド ・ ロックフォール　ル ・ ボン ・ヴィヴァン　
シラー　グルナッシュ　サンソー　ロール　プロヴァンス　フランス

5800



こちらのメニューは税込表記です
17:00 以降サービス料 10%頂戴致します

2019 ロンズデイル ・ リッジ　シラーズ
マレーダーリング　オーストラリア

3000

2018 イエア　アギオルギティコ ・ バイ ・ イエア
ネメア　ギリシャ

5500

MEDIUM CLASSIC

2017 キリヤーニ　ラムニスタ　クシノマヴロ
ナウッサ　ギリシャ

7000

2019 リララキス　コツィファリ
クレタ　ギリシャ

3300

2018 キリヤーニ　ヤナコホリヒルズ
クシノマヴロ､メルロ､シラー　ナウッサ　ギリシャ

5500

LIGHT & BRIGHT

2015 サトー　ピノノワール
セントラルオタゴ　ニュージーランド

13800

2019 コヤマワインズ　ピアソンズ ・ヴィンヤード
ピノノワール　ワイパラヴァレー　ニュージーランド

11500

2019 クラウディベイ　ピノノワール
マールボロー　ニュージーランド

9900

2017 キリヤーニ　カリリーザ　クシノマヴロ
アミンディオン　ギリシャ

5500

2015 カーリーフラット　ピノノワール
マセドン ・ レンジス　ヴィクトリア　オーストラリア

15000

2020 ワラメイト　ピノノワール
ヤラヴァレー　ヴィクトリア　オーストラリア

9600

RED

2018 マック ・ フォーブス　ピノノワール
ヤラヴァレー　ヴィクトリア　オーストラリア

10500

2016 イヴォン ・ クレルジェ　ヴォルネィ
ピノノワール　ブルゴーニュ　フランス

16600

2020 イエリング ・ ステーション　リトル ・ イエリング
ピノノワール　ヴィクトリア　オーストラリア

4800

2013 グレイス　カベルネフラン
山梨

15000

2013 ラ ・ レッチャイア　ロッソ ・ ディ ・ トスカーナ
ミレニウム　サンジョヴェーゼ　イタリア

8000

2019 フィリップ ・ シャルロパン　ブルゴーニュ　コート ・ ドール
ピノノワール　フランス

11500

2008 ミッシェル ・ ゴヌー　ボーヌ
ピノノワール　ブルゴーニュ　フランス

14000

2018 フィリップ ・ パカレ　ムーラン ・ ナ ・ヴァン
ガメィ　フランス

15000

2016 マルセルダイス　ビュルランベルグ
ピノノワール　アルザス　フランス

16000

2017 リシャール ・ マニエール　ヴォーヌ ・ ロマネ
ピノノワール　フランス

48000

2017 ヤラ ・ イエリング　ピノノワール
ヤラヴァレー　ヴィクトリア　オーストラリア

18000

2017 マルセルダイス　アルザスルージュ
ピノノワール　フランス

7500

2018 エルダトン　メルロ
バロッサヴァレー　サウスオーストラリア

6800

2018 ダーレンベルグ　カストディアン　グルナッシュ
マクラーレンヴェール　サウスオーストラリア

5200



こちらのメニューは税込表記です
17:00 以降サービス料 10%頂戴致します

2019 イエア　S　アギオルギティコ､シラー　
ネメア　ペロポニソス　ギリシャ

7800

NATURAL & INTERESTING

2018 アルクーミ　カベルネソーヴィニヨン
フランクランドリヴァー　ウェスタンオーストラリア

6500

BIG REDS

2019 ステッラ ・ ベッラ　スカットルバット
カベルネソーヴィニオン､シラーズ
マーガレットリヴァー　ウェスタンオーストラリア

6200

2019 トイスナー　リブキー　シラーズ
バロッサヴァレー　サウスオーストラリア

5500

2019 クラッカージャック　カベルネソーヴィニヨン
マレーダーリング　オーストラリア

4200

2019 ダーレンベルグ　ザ ・ スタンプ ・ ジャンプ
シラーズ　マクラーレンヴェイル　サウスオーストラリア

3500

2007 シャトー ・ シトラン
カベルネソーヴィニヨン､メルロ､カベルネフラン
オーメドック　ボルドー　フランス

7000

RED

2016 ティミオプロス　クシノマヴロ ・ ナチュール
ナウッサ　ギリシャ

5500

2019 サントール　アギオルギティコ
ペロポネソス　ギリシャ

5200

2016 ジェントル ・ フォーク　ポジティヴ・ヴァイブレーション
ピノノワール､ゲヴェルツトラミネール
アデレードヒルズ　サウスオーストラリア

9600

2016 ルーウィン ・ エステート　アートシリーズ
カベルネソーヴィニヨン　マーガレットリヴァー
ウェスタンオーストラリア

14500

2016 ルーシー ・ マルゴー　マーブル ・ ヒル ・ ロード　NOSO2
ピノノワール　アデレードヒルズ　サウスオーストラリア

8900

2016 コミューン ・ オブ ・ ボタン　フラテッリ ・ ピノノワール
アデレードヒルズ　サウスオーストラリア

7700

2018 フォラドーリ　スガルゾン ・ チリンドリカ
テロルデゴ　トレンティーノ　イタリア

12000

2018 マウント ・ ランギ　ギラン　クリフ ・ エッジ ・ シラーズ
グランピアンズ　オーストラリア

7000

2018 ジローラモ ・ ルッソ　ア ・ リナ　エトナ ・ ロッソ
シチリア　イタリア

8800

2017 コス　チェラスオーロ ・ ディ ・ヴィットリア ・ クラシコ
ネロダーヴォラ､フラッパート　シチリア　イタリア

7500

2017 オルスス　コッリーネ ・ テラマーネ
モンテプルチアーノ ・ ダブルッツォ　イタリア

5600

2011 ブラゾン ・ ディッサン
カベルネソーヴィニヨン､メルロ､カベルネフラン
マルゴー　ボルドー　フランス

11000

2008 シャトー ・ デュ ・ ドメーヌ ・ ドゥ ・ レグリーズ
メルロ､カベルネフラン
ポムロール　ボルドー　フランス

12500

1999 シャトー ・ オー ・ ピクルノー
カベルネソーヴィニヨン､メルロ､カベルネフラン
オーメドック　ボルドー　フランス

5500

2016 サルジェ ・ ドゥ ・ グリュオ ・ ラローズ
カベルネソーヴィニヨン､メルロ､カベルネフラン
サンジュリアン　ボルドー　フランス

11000

2015 シャトー ・ スオー
カベルネソーヴィニヨン､メルロ､カベルネフラン
キャディヤック　ボルドー　フランス

5800

2017 モスウッド　カベルネソーヴィニヨン
マーガレットリヴァ　ウェスタンオーストラリア

22500

2005 エルダトン　コマンドシングルヴィンヤード　シラーズ
バロッサヴァレー　サウスオーストラリア

25500

1996 ダーレンベルグ　デッドアーム　シラーズ
マクラーレンヴェール　サウスオーストラリア

22000



こちらのメニューは税込表記です
17:00 以降サービス料 10%頂戴致します

SOFT DRINK CLASSIC COCKTAIL

GIN

VODKA

RUM

TEQUILA

WHISKEY

OTHER

SCOTCH 

BOURBON

JAPANESE

竹鶴 1300

ジャックダニエル 1100

I.W. ハーパー 990

ラフロイグ 12 年 1450

ボウモワ 12 年 1350

マッカラン 12 年 1650

グレンリヴェット 12 年 1100

グレンモーレンジィ 10 年 1350

ネグローニ 1350

アマレットサワー 1350

マンハッタン 1350

ミントジュレップ 1250

マルガリータ 1350

ダイキリ 1250

モヒート 1350

ブラッディメアリー 1250

コスモポリタン 1350

マティーニ 1350

ジントニック 990

カピ スパークリングミネラルウォーター 
オーストラリア (750ML)

990

アクア ・ パンナ　ナチュラルミネラルウォーター
イタリア (750ML)

990

ラズベリー ・ アンド ・ レモン ・ スパークリング 900

エルダーフラワー ・ スパークリング 900

ブラッドオレンジジュース 900

オーストラリアン ・ グレープフルーツジュース 800

オーストラリアン ・ アップルジュース 800

ピンクレモネード 800

ジンジャーエール 800

コカコーラ 800

山崎 1500

山崎 12 年 3200

白州 1500

響 1650

ウッドフォード ・ リザーブ 1450

メーカーズマーク 1100

グレンフィディック 12 年 1100


