
※営業時間 19:30 ～ Lo.22:30

デザート
ソフトクリーム ¥330
きな粉と黒蜜のアイス ¥650
アフォガード ¥650
ソフトクリームにエスプレッソをかけたデザート

BAR MENU

ラム                                                                                                                                         [ 税込価格 ]
プランテーション ラム スリースターズ 45ml   ¥550 
プランテーション ラム オリジナルダーク 45ml   ¥550
プランテーション ラム パイナップル 45ml   ¥750
ブラックティアーズ 45ml    ¥750 
モカンボ 25 年 45ml   ¥1,350 
プランテーション ラム XO バルバドス 45ml   ¥1,450 
ラム カサ・マエストリ フラスクボトル 200ml   ¥2,380 

カシャーサ（ブラジル産ラム）
ウェーバーハウス　シルバー 30ml    ¥550 
ウェーバーハウス　ゴールド 30ml    ¥550　
ウェーバーハウス　プレミアムブラック 30ml    ¥980 

ウイスキー
甲州韮崎ゴールド 30ml    ¥550 
陸 30ml     ¥600
甲州韮崎ピュアモルト 30ml    ¥600 
富士山 30ml    ¥680 
富士ヶ嶺 30ml    ¥750 
富士山麓 30ml    ¥990 
白州 30ml   ¥1,100 
富士 30ml    ¥1,300
レゼルヴ・デ・MFM / フラスクボトル 200ml   ¥2,380 

果実酒
自家製果実酒 /グラス   ¥600~
カウンターよりお選びください

ビール
サッポロ ドラフトビール /グラス   ¥780 
サッポロ ドラフトビール タワーサーバー / ハーフサイズ  ¥3,280  
サッポロ ドラフトビール タワーサーバー /フルサイズ  ¥6,250
キリン一番搾り /瓶   ¥780 
サッポロエビス /瓶   ¥850
富士桜高原麦酒 ピルス / 瓶   ¥990
富士桜高原麦酒 ヴァイツェン / 瓶   ¥990
富士桜高原麦酒 ラオホ / 瓶   ¥990
富士桜高原麦酒 シュバルツヴァイツェン / 瓶   ¥990

スパークリング ワイン
甲州酵母の泡 /ボトル  ¥4,380
ぺティアン・ド・マルス /ボトル  ¥4,380

シャンパン
ルイニケーズ・レゼルブ・ブリュット
    ・クルミエ・クリュ /ボトル ¥10,900
ブリュット・アンスタンス・マグ 15 / ボトル ¥11,600
ドラピエ・カルト・ドールブリュット /ボトル ¥12,400
テタンジェ ブリュット レゼルヴ / ボトル ¥15,500

白ワイン
アルマデ・チリ /ボトル  ¥3,280
キュベコンスタンス・ブラン /ボトル  ¥3,280
オットベンティ・ジビボ / ボトル  ¥3,280
トゥーレ リースリング /ボトル  ¥4,380
ボーグル・シュナンブラン /ボトル  ¥4,380

赤ワイン
ビス マルセラン /ボトル  ¥3,280
キュベコンスタンス・ルージュ /ボトル  ¥3,280
オットベンティ・20 / ボトル  ¥3,280
オリガミ /ボトル  ¥4,380
ボーグル・プティットシラー /ボトル  ¥4,380
シャトー・ラべゴルス・マルゴー 1996 / ボトル  ¥6,580
テオドール ドメーヌ・アヴェラ 2004 / ボトル ¥10,900
シャトー・ラトゥール・ア・ポムロール 2002 / ボトル ¥13,000
シャトー・グラン・メイヌ 1998 / ボトル ¥14,200
シャトー・ソシアンドマレ 1989 / ボトル ¥14,900
シャトー・トロッド・ヴィエイユ 1995 / ボトル ¥15,300
ヴォルネイ クロ デ ザングレ ドメーヌ マルキ
    ・ダンジェルヴィーユ 2009 / ボトル ¥16,300
コルトン・ブレッサンド グランクリュ ドメーヌ
    ・トロボー 2011 / ボトル ¥18,500
クロ・ド・ヴィージョ グランクリュ ドメーヌ
    ・ドルーアン・ラローズ 2008 / ボトル ¥21,800

ソフト ドリンク
コーラ /瓶    ¥330
ジンジャーエール /瓶   ¥330
烏龍茶 / 瓶   ¥330
オレンジジュース /グラス    ¥330
桃ジュース /グラス   ¥330
リンゴジュース /グラス    ¥330
富士山コーラ /瓶   ¥440
赤富士サイダー / 瓶   ¥440
山梨ぶどうサイダー /瓶   ¥440
山梨シャインマスカットサイダー /瓶   ¥440
富士山ラムネ /瓶   ¥520
珈琲 / マグカップ    ¥440
紅茶 / ポット    ¥440 
カフェラテ /マグカップ    ¥490
手作りジンジャーエール /グラス    ¥550
手作りコーラ /グラス   ¥550 
オレンジジュース /ボトル   ¥880
アルガーノ葡萄果汁 -白 / ボトル   ¥2,450 
アルガーノ葡萄果汁 -赤 / ボトル   ¥2,750


