Drink Menu

Alcohol
Sparkling & Wine (glass)
スパークリングワイン

￥780

ドン･ウルリコ・スプマンテ・ブリュット

白ワイン

￥780

プチジャメール・ブラン

赤ワイン

￥780

プチジャメール・ルージュ

Craft Beer / by T.Y.Harbor Brewery
KANAME エール

￥880
small ￥540

フルーティーな味わいを持ちながらホップの苦味がバランスの良い、KANAME でしか味わえないビールです

ウィートエール

￥880
small ￥540

大麦と小麦を混ぜて作られたベルギースタイルのビールです。軽やかでほのかにスパイシーな味わいです

インペリアルスタウト

￥880
small ￥540

焙煎された深みとコクの中にコーヒーやカラメルのようなビターさを楽しめる本格的な黒ビールです

Original Cocktail
"KANAME" ロワイヤル

￥880

3 種類のベリーの味をスパークリングワインで割りました。食前におすすめです

自家製モスコミュール

￥780

数種類のスパイスと三温糖でじっくり煮込んだシロップをウォッカと合わせました

"KANAME" サングリア

￥780

赤ワインベースでオリジナルに飲みやすく仕上げました

" 大人の" ソーダ
フレッシュレモンスカッシュ

￥780

リモンチェッロにフレッシュのレモンを絞った爽快スカッシュです

メロン

￥780

メロンのピューレとジンを加えたオリジナルカクテルです

ベリー

￥780

フランボワーズのピューレと３種のベリーシロップで仕上げました

Dessert Cocktail（Alcohol）
" 大人の" メロンクリームソーダ

￥980

昔懐かしのクリームソーダをアルコール入りで果実味豊かに仕上げました
メロンのピューレとジンを加えたオリジナルカクテルです

大 人 のコーヒーフロート

￥980

アイスコーヒーにカルーアとベイリーズを加えた大人のデザートカクテルです

Highball
知多

￥880

軽やかな味わいとほのかに甘い香りが特徴のグレーンウィスキー

富士山

￥880

かすかな樽香があり、まろやかで飲みやすいモルト・グレーンウィスキー

バランタイン

￥780

40 種類におよぶモルト原酒をブレンドしたスタンダード・スコッチ

I .W. ハーパー

￥780

洗練された味わいのスタイリッシュバーボン

Sour
フレッシュレモンサワー

￥780

フレッシュのレモンを絞った爽快サワーです

自家製ジンジャーサワー

￥780

スパイスと三温糖をじっくり煮込んだシロップを使った自家製サワーです

柚子サワー

￥780

柚子果汁 100% のすっきりとした味わいです

価格は全て税込み表記です

Drink Menu

Non Alcohol
Soda
フレッシュレモンスカッシュ

￥680

フレッシュのレモンを絞った爽快スカッシュです

自家製ジンジャーソーダ
（ドライ）

￥680

数種類のスパイスと三温糖でじっくり煮込みました

メロンソーダ

￥680

メロンのピューレを入れたオリジナルソーダです

柚子ソーダ

￥580

柚子果汁 100 % のすっきりとした 味わいです

Original
フレッシュレモネード

￥680

フレッシュ感たっぷりレモネード

" 古き良き" クリームソーダ
昔懐かしのクリームソーダを果実味豊かに仕上げました

メロン

￥880

ベリー

￥880

Soft Drink
りんごジュース

￥780

信州産ふじりんごを 100％使用したすりおろしりんご果汁です

クランベリージュース

￥780

果肉たっぷり、着色料も化学添加物も不使用のジュースです

スルージーヴァー ミネラルウォーター（ナチュラル・スパークリング）

￥880

イタリアで採水された軟水でやわらかい口当たりです（750ml）

Coﬀee / by NOZY COFFEE
コーヒー

￥580

アイスコーヒー

￥680

コーヒーフロート

￥880

Tea / by Ronnefeldt
ダージリンティー

￥680

ルイボスハーブティー（ノンカフェイン）

￥680

アイスティー

￥580

価格は全て税込み表記です

Wine list

Sparkling Wine

スパークリングワイン

Red Wine

赤ワイン

テンプス カヴァ・ブリュット

¥3,800

イニコン

¥3,600

ドン・ウルリコ スプマンテ・ブリュット

¥4,200

レ・プティット ジャメール・ルージュ

¥4,000

エドモンド・テリー ブリュット ロゼ

¥4,800

ミケランジェロ・ロッソ

¥4,200

シャトー フォンガバン

¥4,800

アンサンブル 藍茜

¥4,800

ブランコット エステート

¥5,200

ヴィニャスデルヴェロ カヴェルネソーヴィニヨン

¥5,400

ヴィニャスデルヴェロ ガルナッチャ

¥5,600

アンゴーヴ

¥6,200

ジャック・ハウス

¥6,800

ミネラル感溢れるドライなカヴァらしさの中に、上品なきめ細かい泡、芳ばしいコクと風味があります
スペイン / マカベオ、パレリャーダ

ピーチ、リンゴの香り、フルーティーでフレッシュなミネラル感が魅力です
イタリア / ガルガネーガ

苺や赤い果実の香りが程よい飲み心地をもたらします
フランス / テンプラニーリョ

ニコラ・フィアット ブリュット グラン・レゼルヴ

洋梨や花のアロマにナッツや蜂蜜などの香りで、エレガントな酸を楽しめます
シャンパーニュ / ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネ

White Wine

¥11,000

イニコン

¥3,600

レ・プティット ジャメール・ブラン

¥4,000

ラファエロ ビアンコ

¥4,200

ロングロウ

¥4,200

アンサンブル 萌黄

¥4,800

カスティーノ ガヴィ

¥5,600

オリビエ・トリコン シャブリ

¥6,200

ジャックハウス

¥6,800

ステンレスタンクで 6カ月程熟成。フレッシュでまろやかな味わいです
フランス / グルナッシュ、ソーヴィニヨン・ブラン

果実のほのかな甘みがあり、フレッシュで切れのある酸味とのバランスが良いワインです
イタリア / フリウラーノ、ソーヴィニヨン・ブラン、トラミネール

フローラルな香りが際立ち、シトラスフルーツの爽やかさとトロピカルフルーツの芳醇さが融合したワインです
オーストラリア / リースリング

洋梨や白桃を思わせる香りに、柑橘系のすがすがしさも感じられます
日本 / シャルドネ、甲州

新鮮な果実の風味のある辛口です
イタリア / コルテーゼ

柔らかい口当たりですが、果実味や滑らかなタンニンをしっかりと感じることができるワインです
フランス / グルナッシュ

スミレとベリーにクリーミーさが加わった麗しい果実味と、イタリアらしくしっかりとしたタンニンを感じます
イタリア / メルロー、レフォスコ

熟した赤い果実の香りと重厚で豊かな果実味。バランスのよいしなやかな口当たりのフルボディです
フランス / メルロー、カベルネ･フラン

日本国内のブドウをマリアージュすることで生み出される味わいの『調和（アンサンブル）
』が楽しめるワインです
日本 / メルロー、マスカットベリー A

白ワイン

オーガニック認証ワインのすっきりと飲みやすいタイプです
イタリア / グリッロ

オーガニック認証ワインのミディアムボディです
イタリア / ネロ・ダーヴォラ

ベリーの果実、ほのかなスパイス、なめらかなタンニンとバランスよく調和しています
ニュージーランド / ピノノワール

苺やチェリーのチャーミングな果実味。飲み応えもあるワインです
スペイン / カベルネ･ソーヴィニヨン

ほんのりと苺ジャムの香り。果実味としっかりとしたボディも楽しめます
スペイン / ガルナッチャ

ベリーのパイの様に香ばしく甘い香り。口の中に広がるしっかりとした渋みを感じられます
オーストラリア / シラーズ

プラムやチョコレート、コーヒーの香りに、活き活きとした果実味と長い余韻を楽しめます
カリフォルニア / カベルネ･ソーヴィニヨン

純粋なシャブリの性格が出ている辛口ですが程よくフルーティーなワイン。ザ・シャブリの定番スタイルです
ブルゴーニュ / シャルドネ

トロピカルフルーツとシトラスの香りに、グリーンアップルのフレッシュな味わいと程よい酸味をお楽しみいただけます
カリフォルニア / シャルドネ

価格は全て税込み表記です

