テイクアウト

TAKE AWAY

Premium

FOR
HERE

プレミアムコーヒー

TAKE
AWAY

スペシャリティコーヒー（HOT） ・・・・・・・・・・・・ ¥500 / ¥491

C o ff e e

FOR
HERE

コーヒー

& ISLANDブレンド（HOT/ICE）
◯

・・・・・・・・・・・

TAKE
AWAY

¥385 / ¥378

エスプレッソ（HOT）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥385 / ¥378
カフェオレ（HOT） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥385 / ¥378
カフェラテ（HOT/ICE） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥495 / ¥486
ソイミルク変更

トッピング

バニラシロップ

紅茶

・・・・・・・

＋ ¥50/＋ ¥54

キャラメルスタンプ（HOT/ICE）・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594

＋ ¥50/＋ ¥54

ココナッツシロップ ・・・・・ ＋ ¥50/＋ ¥54
ホイップクリーム

Tea

・・・・・・・

・・・・

モカノワゼット（HOT/ICE） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594

＋ ¥110/＋ ¥108

FOR
HERE

TAKE
AWAY

ダージリン（HOT） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥385 / ¥378
アールグレイ（HOT/ICE） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥385 / ¥378

Milk

ミルク

FOR
HERE

TAKE
AWAY

ミルク（HOT/ICE）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥385 / ¥378

Winter only

冬季限定

FOR
HERE

TAKE
AWAY

ココア（HOT/ICE） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥440 / ¥432

※写真はイメージです

Wine

ワイン

ラ・ロスカ ロゼ

ラ・ロスカ ブリュット
La Rosca Brut

La Rosca Rose

〈スペイン／辛口・ロゼ〉
ペネデス近郊の畑で収穫される伝統品種をバランスよくブレンドし、伝統的
な瓶内二次発酵で最低９カ月の熟成を経てリリースされます。豊かな泡、赤
い果実を思わせるフレッシュな果実由来の香り、さわやかな味わいに加え、
アフターにほのかに感じる熟成由来のブリオッシュのような香ばしい香りも
楽しめます。

〈スペイン／辛口・白〉
ペネデス近郊の畑で収穫されるパレリャーダ、チャレッロ、マカベオを使用
し、伝統的な瓶内二次発酵で最低９カ月の熟成を経てリリースされます。豊
かな泡、青リンゴを思わせるフレッシュな果実の香り、さわやかな味わいに
加え、アフターにほのかに感じる熟成由来のブリオッシュのような香ばしい
香りも楽しめます。

¥3,300

¥3,300

ロバート・モンダヴィウッドブリッジカベルネ・ソーヴィニヨン2018

ロバート・モンダヴィ ウッドブリッジ ソーヴィニヨン・ブラン2018

Robert Mondavi Woodbridge Cabernet Sauvignon 2018

〈アメリカ／ミディアムボディ・赤〉
『カリフォルニアワインの父』ロバート・モンダヴィの入り口となるカジュア
ルライン、ウッドブリッジ。チェリー、ベリー、シダー、ブラウンシュガー、
トーストのアロマ。ベリーや焼いたマシュマロ、チョコレート、クラッカーの
ような味わいに焦がしたキャラメルのような余韻を感じます。

Robert Mondavi Woodbridge Sauvignon Blanc 2018

〈アメリカ／辛口・白〉
『カリフォルニアワインの父』ロバート・モンダヴィの入り口となるカジュ
アルライン、ウッドブリッジ。鮮やかな酸、トロピカルフルーツや柑橘の
アロマ。果実味豊かな、シーフード料理にピッタリなワインです。

¥3,850
ロバート・モンダヴィ ウッドブリッジ メルロー 2018
Robert Mondavi Woodbridge Merlot 2018

〈アメリカ／ミディアムボディ・赤〉
『カリフォルニアワインの父』ロバート・モンダヴィの入り口となるカジュ
アルライン、ウッドブリッジ。ラズベリー、赤いフルーツジャム、モカ、
糖蜜の豊かなアロマに、魅力的な赤い果実やヴァニラの風味を感じます。
バランスの良い酸、しなやかなタンニン、複雑な味わいのワインです。

¥3,850
ロバート・モンダヴィ ウッドブリッジ シャルドネ 2018
Robert Mondavi Woodbridge Chardonnay 2018

〈アメリカ／辛口・白〉
『カリフォルニアワインの父』ロバート・モンダヴィの入り口となるカジュ
アルライン、ウッドブリッジ。黄色いリンゴ、シナモンやキャラメルにわず
かに花のアロマを感じます。リンゴ、モモ、オーク樽の風味の、クリーンで
さわやかなワインです。

¥3,850
メスタ テンプラニーリョ オーガニック

¥3,850
メスタ ベルデホ オーガニック

Mesta Verdejo Organic

Mesta Tempranillo Organic

〈スペイン／ミディアムボディ・赤〉
メスタは、環境に配慮した栽培方法と丁寧なワイン造りで、ブドウ本来
のフレッシュな味わいを引き出したオーガニックワインです。スペイン
の代表的な品種、テンプラニーリョを１００％使用。赤い果実やローズ
マリー、リコリスの甘くスパイシーで洗練された香りが特徴です。幅広
い料理と合わせてお楽しみください。

¥3,300

〈スペイン／辛口・白〉
メスタは、環境に配慮した栽培方法と丁寧なワイン造りで、ブドウ本来
のフレッシュな味わいを引き出したオーガニックワインです。スペイン
の代表的な品種、ベルデホを１００％使用。さわやかな香り、辛口なが
らジューシーな口当たりで、ミネラルが感じられるバランスの良さが特
徴です。幅広い料理と合わせてお楽しみください

¥3,300

テイクアウト

TAKE AWAY
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C a t aalcoh & w e r
pe lder flo
e
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M a r spee a r & m i n t

e
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Froid

FOR
HERE

フロワ

カタルーニャ（ピーチ
マルセイユ（洋ナシ

エルダーフラワー）・・・・・・・・・・

¥770 / ¥756

ミント）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥770 / ¥756

シチリア（ラムレーズン

Soda

ソーダ

FOR
HERE

TAKE
AWAY

Naivit

i

TAKE
AWAY

エスプレッソ）・・・・・・・・・・・・・

Bliss

Wisdo

m

¥770 / ¥756

Calm

ナイーヴィティ（クランベリー） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
ブリス（パイナップル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
ウィズダム（グリーンアップル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
カーム（ライチバタフライピー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594

Soft Drink
iwi
Yog K

each
Yog P

コカ・コーラ

ソフトドリンク

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

FOR
HERE

TAKE
AWAY

¥385 / ¥378

ジンジャエール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥385 / ¥378

トニックソーダ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥385 / ¥378

オレンジジュース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥385 / ¥378
FOR
HERE

Enzyme

TAKE
AWAY

ヨグ ピーチ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥715 / ¥702

ヨグ キウイ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥715 / ¥702

アップルジュース

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥385 / ¥378

グレープフルーツジュース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥385 / ¥378
ウーロン茶

・・・.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥385 / ¥378

Draft Beer

FOR
HERE

ドラフトビール

TAKE
AWAY

ハイネケン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥770 / ¥756

Bottole Beer

FOR
HERE

ボトルビール

TAKE
AWAY

ブルックリン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,001 / ¥982
ブルックリンソラチエース

¥1,100 / ¥1080

・・・・・・・・・・・・・・・・

コロナ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥770 / ¥756
ノンアルコールビール
¥660 / ¥648

Wine

FOR
HERE

ワイン

TAKE
AWAY

グラスワイン（ 赤・白 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥440 / ¥432
グラスワイン（ 赤・白 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,300

※ワインリストはスタッフにおたずね下さい

Whisky

FOR
HERE

TAKE
AWAY

ジョニーウォーカーブラックラベル ・・・・・・・・ ¥660 / ¥648
IWハーパー

・・・・・・

¥660 / ¥648

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥604 / ¥594

ホワイトホース

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（ロック・水・ソーダ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（コーラ・ジンジャエール）

CoronaCacktail
マリンスノー
ノワール

コロナカクテル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サンライズ

FOR
HERE

カクテル

TAKE
AWAY

ジンベース

ジントニック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
ジンバック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
オレンジブロッサム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
ウォッカベース

ブルドッグ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
モスコミュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
スクリュードライバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
テキーラベース

テキーラコーク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
テキーラサンライズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
マタドール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
リキュールベース

ウイスキー

ジョニーウォーカーアザースペシャル

Cocktail

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥440 / ¥432
＋¥55 / ＋¥54
FOR
HERE

TAKE
AWAY

¥825 / ¥810
¥825 / ¥810
¥825 / ¥810

カシスソーダ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カシスオレンジ

チャイナブルー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥605 / ¥594
¥605 / ¥594

¥605 / ¥594
ライチトニック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
ピーチフィズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファジーネーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
ヨーグルトパイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
パッソアオレンジ

¥605 / ¥594
カルーアミルク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594
スプモーニ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥605 / ¥594

Sour

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

FOR
HERE

サワー

TAKE
AWAY

プレーン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥440 / ¥432
フレッシュレモン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥550 / ¥540
フレッシュオレンジ
カルピス

Noir

¥550 / ¥540
¥550 / ¥540

ベリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・v・・・・・・・・・・・・・・ ¥550 / ¥540

se
Sunri
M a rSi nn o w

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

キウイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥550 / ¥540
マンゴー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥550 / ¥540
ピーチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥550 / ¥540

Others

その他アルコール

梅酒（ロック・ソーダ・お湯） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（ジンジャーエール）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

FOR
HERE

TAKE
AWAY

¥550 / ¥540
＋¥55 / ＋¥54

焼酎 麦・芋（ロック・水・お湯） ・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥440 / ¥432

