
PAIRING COURSE

¥3,000
(税込¥3,300)

¥3,000
(税込¥3,300)

¥5,000
(税込¥5,500)

¥6,000
(税込¥6,600)

SHORT PAIRING COURSE

Non Alcohol （3杯）

Alcohol （3杯）

PAIRING COURSE

Non Alcohol （5杯）

Alcohol （5杯）

お料理に合わせたドリンクを堪能しながら
より素敵な時間をお過ごしいただけます

当店オリジナルノンアルコールカクテルや
自家製のブレンドティーなど

自家製のブレンドティーや
淡路の果物・野菜を使用したオリジナルノンアルコールカクテルなど

イタリアの高品質ワインや
デザートに合わせた食後酒など

独自で仕入れたイタリアのビオワインや
オリジナルブランドの古酒など



BOTTLE  WINE

SPARKLING WINE

Rosato Spumante Bio Vegan Baglietti
ロゼ スパークリング・ビオ

Prosecco D.O.C. Spumante Bio Vegan Diamante
プロセッコ・ビオ

Prosecco Doc Spumante Ad47
プロセッコ グレーラ

Prosecco DOC extra dry
プロセッコ

Vino bianco spumante Bio senza solfiti
ヴィノ・ビアンコ シャルドネ ビオ

Franciacorta Docg Saten
フランチャコルタ シャルドネ

Hubert de Claminger Champagne Grande Reserve Brut AOC
ユベール ド クランマンジェ シャンパーニュ グラン レゼルブ ブリュット

¥4,000
(税込¥4,400)

¥4,000
(税込¥4,400)

¥4,500
(税込¥4,950)

¥5,000
(税込¥5,500)

¥6,000
(税込¥6,600)

¥7,000
(税込¥7,700)

¥9,500
(税込¥10,450)

記載されていないワインもございますので、お気軽にお申し付け下さい。



BOTTLE WINE

WHITE WINE

Sauvignon Igt Sottovoce
ソービニヨン

Vertis Verdicchio di Matelica D.O.C
ヴェルティス ヴェルディッキオ ディ マテリカ DOC

Chardonnay La Plaine
シャルドネ

Riesling
リースリング

Muscadet Sevre Et Maine
ミュスカデ

Gewurztraminer
ゲヴァルツトラミネール

Petit Chablis
プチ・シャブリ

Traminer Aromatico I.G.T Trevenezie
フェウディロマンス トラミネール・アロマティコ

¥4,500
(税込¥4,950)

¥5,000
(税込¥5,500)

¥6,000
(税込¥6,600)

¥6,800
(税込¥7,480)

¥7,000
(税込¥7,700)

¥7,500
(税込¥8,250)

¥8,000
(税込¥8,800)

¥8,800
(税込¥9,680)

― 消費税は別途頂戴いたします ―

記載されていないワインもございますので、お気軽にお申し付け下さい。



BOTTLE WINE

WHITE WINE

Sauvignon Igt Sottovoce
ソービニヨン

Vertis Verdicchio di Matelica D.O.C
ヴェルティス ヴェルディッキオ ディ マテリカ DOC

Chardonnay La Plaine
シャルドネ

Riesling
リースリング

Muscadet Sevre Et Maine
ミュスカデ

Gewurztraminer
ゲヴァルツトラミネール

Petit Chablis
プチ・シャブリ

Traminer Aromatico I.G.T Trevenezie
フェウディロマンス トラミネール・アロマティコ

Tri Martolod
トリ マルトロード

¥4,500
(税込¥4,950)

¥5,000
(税込¥5,500)

¥6,000
(税込¥6,600)

¥6,800
(税込¥4,950)

¥7,000
(税込¥7,480)

¥7,500
(税込¥8,250)

¥8,000
(税込¥8,800)

¥8,800
(税込¥9,680)

¥10,000
(税込¥11,000)

― 消費税は別途頂戴いたします ―

記載されていないワインもございますので、お気軽にお申し付け下さい。



BOTTLE  WINE
RED WINE

La Ferla Nero d’Avola
フェルラ ネーロダーヴォラ

Chianti Classico DOCG
キャンティクラシコ

Ruche Montalbera
ルケ モンタルベーラ

Centuno Nero d’Avola
チェントゥーノ ネーロダーヴォラ

Cabernet Igt Veneto Le Argille
カベルネ・ソーヴィニヨン・カベルネ・フラン

Barolo DOCG Gabutti
バローロ

¥5,000
(税込¥5,500)

¥7,000
(税込¥7,700)

¥8,000
(税込¥8,800)

¥9,500
(税込¥10,450)

¥10,200
(税込¥11,220)

¥18,000
(税込¥19,800)

― 消費税は別途頂戴いたします ―

記載されていないワインもございますので、お気軽にお申し付け下さい。



GLASS WINE

赤ワイン

RED WINE

スパークリングワイン

SPARKLING  WINE

Prosecco DOC extra dry ¥900
プロセッコ

Prosecco DOC Spumante Ad47                                                                ¥1,200
プロセッコ

Vino bianco spumante Bio senza solfiti ¥1,500
ビオ ビアンコ

白ワイン

WHITE  WINE

La Ferla Nero d’Avola ¥900
フェルラ ネーロダヴォーラ

Chianti Classico DOCG                                                                          ¥1,200
キャンティ・クラシコ

Ruche Montalbera ¥1200                    
ルケ モンタルベーラ

Centuno Nero d’Avola ¥1,500
チェントゥーノ

Cabernet Igt Veneto Le Argille ¥1,500
カベルネ・ソービニヨン・カベルネ・フラン

― 消費税は別途頂戴いたします ―

Vertis ¥900
ヴェルティス

Chardonnay La Plaine ¥1,200
シャルドネ

Muscadet Sevre Et Maine ¥1,200
ミュスカデ

Traminer Aromatico I.G.T Trevenezie ¥1,500
フェウディロマンス トラミネール・アロマティコ

Riesling ¥1,500
リースリング

Gewurztraminer ¥1,800
ゲヴァルツトラミネール

(税込¥990)

(税込¥1,320)

(税込¥1,650)

(税込¥990)

(税込¥1,320)

(税込¥1,320)

(税込¥1,650)

(税込¥1,650)

(税込¥1,980)

(税込¥990)

(税込¥1,320)

(税込¥1,320)

(税込¥1,650)

(税込¥1,650)



ITALY BEER

Marechiaro ¥900
マーレキャーロ

Messina ¥900
メッシーナ

COCKTAIL

ホワイトミモザ ¥800
(スパークリングワイン＋グレープフルーツジュース)

ミモザ ¥800
(スパークリングワイン＋オレンジジュース)

アマレットジンジャー ¥800
（アマレット＋ジンジャーエール）

カンパリオレンジ ¥800

ORGANICDRINK

― 消費税は別途頂戴いたします ―

リモナータ ¥900

(イタリア/355ml/BIO/レモンソーダ）

ポンペルモロッソ ¥900
(イタリア/355ml/BIO/ピンクグレープフルーツソーダ）

マンダリーノ ¥900
(イタリア/355ml/BIO/マンダリンオレンジソーダ）

アランチャータロッサ ¥900
(イタリア/355ml/BIO/ブラッドオレンジソーダ）

オーガニックコーヒー ¥700

オーガニック紅茶 ¥700

(税込¥990)

(税込¥990)

(税込¥990)

(税込¥990)

(税込¥990)

(税込¥990)

(税込¥990)

(税込¥990)

(税込¥990)

(税込¥990)

(税込¥990)

(税込¥990)



NON  ALCOHOL DORINK

All  FREE
ノンアルコールビール

CARL JUNG SPARKLING DRY
ノンアルコールスパークリング（ドイツ）

Pierre Zero Blanc De Blancs
ノンアルコールスパークリング（フランス）

ホワイトミモザゼロ
（ノンアルコールスパークリングワイン＋グレープフルーツジュース）

ミモザゼロ
（ノンアルコールスパークリングワイン＋オレンジジュース）

アクアマリン
（ブルーキュラソー＋ジンジャーエール＋グレープフルーツジュース）

アップルジンジャー
（アップルジュース＋ジンジャーエール）

アマレットジンジャーゼロ
（アマレットシロップ+ジンジャーエール）

カンパリオレンジゼロ
（ビターシロップ+オレンジジュース）

¥700

¥800

¥800

¥650

¥650

¥650

¥650

¥650

¥650

― 消費税は別途頂戴いたします ―

(税込¥770)

(税込¥880)

(税込¥880)

(税込¥715)

.
(税込¥715)

(税込¥715)

(税込¥715)

(税込¥715)

(税込¥715)



淡路島の御飲水“OMIZU”

（淡路市佐野小井/300ml/ナチュラルウォーター）

淡路平岡農園のまんまみかんジュース

シャトー醸造家のぶどうジュース

サン・ペッレグリーノ j

（イタリア/500ml/スパークリングミネラルウォーター）

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

アップルジュース

ジンジャエール

黒烏龍茶

コーヒー

紅茶

SOFT DRINK

¥400

¥700

¥700

¥800

¥500

¥500

¥500

¥500

¥500

¥400

¥400

ー 消費税は別途頂戴いたします ー

(税込¥440)

(税込¥770)

(税込¥770)

(税込¥880)

.
(税込¥550)

(税込¥550)

(税込¥550)

(税込¥550)

(税込¥550)

(税込¥440)

(税込¥440)


