
DRINKS 



CRAFT GIN

HIGH BALL

HIGH BALL ‘SUNTORY OLD’  ¥780    (税込 /incl.TAX ¥858）

ハイボール  ‘サントリー　オールド（ダルマ )’

SINGLE MALT

HAKUSHU    ¥1,380     (税込 /incl.TAX ¥1,518）

白州

YAMAZAKI    ¥1,480   (税込 /incl.TAX ¥1,628）

山崎

MACALLAN 12 years old     ¥1,580   (税込 /incl.TAX ¥1,738）

マッカラン 12年　

WHISKY

KINGSBURY VICTORIAN VAT   ¥980       (税込 /incl.TAX ¥1,078）

キングスバリー　ヴィクトリアンバット ( スコットランド )

MONKEY 47   ¥1,280     (税込 /incl.TAX ¥1,408）

モンキー 47  ( ドイツ )

Please let us know how you would like to have above drinks

上記お飲物のお好みの召し上がり方をお知らせください

SPIRITS TEQUIRA  -SAUZA GOLD    ¥780    (税込 /incl.TAX ¥858）

テキーラ 　- サウザゴールド

VODKA   -SMIRNOFF    ¥780    (税込 /incl.TAX ¥858）

ウォッカ  　- スミノフ

GIN   -BEEF EATER    ¥780     (税込 /incl.TAX ¥858）

ジン  　- ビーフィーター

- 希少商品が含まれますため、品切の場合はご理解くださいませ -



SOFT DRINKS

COFFEE

ESPRESSO    ¥350  (税込 /incl.TAX ¥385）

エスプレッソ

AMERICANO   ¥450   (税込 /incl.TAX ¥495）

ホットコーヒー ( アメリカーノ )

CAFE MACCHIATO   ¥500  (税込 /incl.TAX ¥550）

カフェ・マキアート

ESPRESSO CON PANNA    ¥580  (税込 /incl.TAX ¥638）

エスプレッソ・コン・パンナ (エスプレッソ +生クリーム ) 

CAPPUCCINO   ¥520  (税込 /incl.TAX ¥572）

カプチーノ

HAKONE SOY CAFE LATTE   ¥580 (税込 /incl.TAX ¥638）

箱根豆乳ラテ

ICE AMERICANO    ¥450   (税込 /incl.TAX ¥495）

アイスコーヒー

ICE CAFE LATTE    ¥520   (税込 /incl.TAX ¥572）

アイス　カフェ・ラテ

HAKONE  SOY  LATTE   ¥580
アイス箱根豆乳ラテ

- HOT - - COLD -

FRESH GRAPE FRUIT JUICE   ¥600

生搾りグレープフルーツジュース

SICILIAN BLOOD ORANGE JUICE    ¥600

シチリア産 ブラッド・オレンジジュース

COCA COLA  ZERO    ¥420   (税込 /incl.TAX ¥462）

コカ・コーラ ゼロ

GINGER ALE    ¥420   (税込 /incl.TAX ¥462）

ジンジャーエール

TOMATO JUICE   ¥420   (税込 /incl.TAX ¥462）

トマトジュース

GAS WATER (San Pellegrino)    ¥520

炭酸水 ( サン・ペレグリーノ )

COCA COLA    ¥420  (税込 /incl.TAX ¥462）

コカ・コーラ

OOLONG TEA    ¥420   (税込 /incl.TAX ¥462）

烏龍茶

FRUIT JUICE

HONEY CAFE LATTE   ¥580  (税込 /incl.TAX ¥638）

ハニー・カフェ・ラテ

ICE HONEY CAFE LATTE   ¥580
アイス・ハニー・カフェ・ラテ

(税込 /incl.TAX ¥638）

(税込 /incl.TAX ¥638）

(税込 /incl.TAX ¥660） (税込 /incl.TAX ¥660）

 (税込 /incl.TAX ¥572）



WHITE

　  白

PAUL BRUCKERT  GRAND CRU KAEFFERKOPF   RIESLING     
ポール・ブルケール　リースリング　

魅力的なフレッシュ感と爽やかな花やフルーツのブーケ。
白桃、青りんご、レモンバーム、ライムの花、ワイルドホップの花やフレッシュな苔を思わせる。
心地よくクラシックなリースリングで生き生きとしている。程よい酸味があり清々しい味わい

Producer:   Paul Bruckert  
From :        Alsace / France
Cépage:      Riesling100%

ASTROLABE　SAUVIGNON BLANC    glass ¥820 / bottle ¥5,400
アストロラーべ　　ソーヴィニヨン・ブラン

「ニュージーランド産ソーヴィニヨン・ブランの頂点に立つ｣と高く評価された

Astrolabe のフラッグ・シップワイン。レモングラス、ライムの皮、パッションフルーツ、レッドペッパーの香り。

白桃、トロピカルフルーツ、柑橘のフレーバーをもったミディアムボディの味わい。

Producer:   Astrolabe  
From :        Marlborough / Newzealand
Cépage:      Sauvignon Blanc 100%

FRIEDRICH  BECKER   CHARDONNAY  glass ¥1,000 / bottle ¥6,700
フリードリッヒ・ベッカー　   シャルドネ

ファルツ最南端、シュヴァイゲン村の最良区画・石灰質砂岩土壌で育ったシャルドネを使用しています。
レモンやグレープフルーツ、ミネラルの香りが広がります。酸が高く、伸びやかでクリーンな味わいながら、
果実味もしっかりと感じられます。

Producer:   Friedrich Becker  
From :        Pfalz / Germany
Cépage:      Chardonnay100%

glass ¥1,000 / bottle ¥6,700

(税込 /incl.TAX ¥902 / ¥5,940）

(税込 /incl.TAX ¥1,100 / ¥7,370）

(税込 /incl.TAX ¥1,100 / ¥7,370）



RED

   赤

 
WINE PIPOLI  AGLIANICO     glass ¥820 / bottle ¥5,400

ピポリ　   アリアニコ 
フルーティで濃密なアタック、サクランボやマラスカの強い香り、スパイスやヴァニラ香も。

さらに、しっかりとした骨格で長い余韻がたまりません。柔らかくて濃い味ですが、上品でバランス良いです。

From :        Basilicata / Italy  
Cépage:      Aglianico 100%  / フル・ボディ

OLTREPO PAVESE BARBERA   Martilde    glass ¥980 / bottle ¥6,400 
オルトレポ・パヴェーゼ　バルべーラ 
濃厚な果実味が広がる、やさしい飲み心地のバルベーラ。
深い紫色、ラズベリーなど赤い果実やスパイスなどの複雑な香り。柔らかな口当たり、豊かな果実の風味、
おだやかなタンニンが口中に広がり、フィニッシュへと続きます。
程よい酸味と濃厚な果実のエキス感、それでいて優しい飲み心地のワインです。
Producer:  Martilde 
From :       Lombardia / Italy
Cépage:     Barbera 100%
Type:         Full body / フル・ボディ 

LANGHE ROSSO   glass ¥950 / bottle ¥6,200
ランゲ・ロッソ
多くのバローロ醸造家が学び独立した、バローロ村の代表的な作り手によるワイン。
6種類の葡萄品種をブレンドししながらもしっかりとネッビオーロらしさが溢れます。

Producer:  G.D Vajra  
From :        Piemonte / Italy
Cépage:      Nebbiolo, Dolcetto, Barbera, Albarossa, Freisa, Pinot nero
Type:          Medium full body / ミディアム・フル・ボディ        

VAL  DI  TORO      glass ¥1,080 / bottle ¥7,000
ヴァル・ディ・トロ　
濃いルビーレッド色、ダークチェリー、ブラックベリー、ヴァニラなどの濃いベリー系の香り、
オークの樽香とコショウなどのスパイス感が印象的。

Producer:  Val di Torom
From :        Toscana  / Italy
Cépage:      Sangiovese 90%,  Montepulciano 30%
Type:          Full body  / フル・ボディ

LANGHE PINOT NERO Giulia Negli   glass ¥1,080 / bottle ¥7,000
ランゲ　ピノ・ネロ（ノワール）　ジュリア・ネグリ
自然派農法に取り組む、新世代の若手女性醸造家がつくるランゲのピノ・ネロ。
2年使用樽（225L バリック）で 6か月間、トノー (500L 樽）で 6か月間、瓶内で 8か月間熟成。
ラズベリーやイチゴのような赤い果実の香りとスパイスや樽熟成由来のトースト香が感じられる。
甘酸っぱい果実味と引き締まった酸、細やかなタンニン、複雑な余韻が楽しめます。

Producer:   Giulia Negli  
From :        Piemonte / Italy
Cépage:      Pinot Nero (noir) 100%
Type:          Medium body  / ミディアム・ボディ

(税込 /incl.TAX ¥902 / ¥5,940）

(税込 /incl.TAX ¥1,045 / ¥6,820）

(税込 /incl.TAX ¥1,078 / ¥7,040）

(税込 /incl.TAX ¥1,188 / ¥7,700）

(税込 /incl.TAX ¥1,188 / ¥7,700）



LIQUOR 

SAPPORO  ‘EBISU’  jag  ¥780    (税込 /incl.TAX ¥858）

エビス　中ジョッキ

SAPPORO  ‘EBISU’  glass  ¥560   (税込 /incl.TAX ¥616）

エビス　グラス

BALADIN   ‘SUPER BITTER’  - BELGIAN STRONG AMBER ALE   8% vol.-     ¥950   (税込 /incl.TAX ¥1,045）

バラディン  　  スーパービター  - ベルジアン・ストロング・アンバーエール - ( バナナやアーモンドを連想させる甘美な香りと味わい

BALADIN   ‘ISAAC’   - WHEAT BEER  5% vol.  -   ¥950   (税込 /incl.TAX ¥1,045）

バラディン  　  イザック  - 白ビール -  ( オレンジピール、コリアンダーの爽やかな香りと味わいのホワイトビール )

HAKONE 7 SPRINGS BEER   - PILSNER -    ¥880    (税込 /incl.TAX ¥968）

箱根七湯ビール  - ピルスナー - 

SAGAMI BEER   ‘ HAKONE BLACK ’   - STOUT -   ¥880   (税込 /incl.TAX ¥968）  

 さがみビール　「箱根ブラック」    - スタウト -

 SAGAMI BEER   ‘ WEIZEN ’  - WHITE BEER-   ¥880   (税込 /incl.TAX ¥968）

さがみビール　「ヴァイツェン」    - 白ビール - 　 

DRAFT 
  BEER 

APEROL SPRIZ   ¥980   (税込 /incl.TAX ¥1,078）

アペロール・スプリッツ  - イタリア発、ヨーロッパで大人気のビターオレンジとハーブのリキュール、スパークリングワインと

CAMPARI  ¥780    (税込 /incl.TAX ¥858）

カンパリ

CASSIS  ¥780      (税込 /incl.TAX ¥858）

カシス

DITA  ¥780     (税込 /incl.TAX ¥858）

ディタ

MALIBU  ¥780     (税込 /incl.TAX ¥858）

マリブ

GRAPPA  ¥880    (税込 /incl.TAX ¥968）

グラッパ　　-イタリア特産のブドウの甘い香りをほどよく残した蒸留酒。食後酒の定番。

GRAPPA 

WINE 
COCKTAIL 

BELLINI   ¥820    (税込 /incl.TAX ¥902）

ベリーニ   　               - Sparkling wine,  peach puree,  grenadine syrup, soda

KITTY   ¥820    (税込 /incl.TAX ¥902）

キティ   　                   - Red wine,  ginger ale

KIR   ¥820    (税込 /incl.TAX ¥902）

キール   　                   - White wine,  cassis liquor

ITALIAN CRAFT 
       BEER 

LOCAL CRAFT 
     BEER 



 ORANGE
   WINE

オレンジ・ワイン

SPARKLING
     WINE

　     泡

 DESSERT
  WINE

デザート・ワイン

CREMANT D’ ALSACE  slectionne par  MARC TEMPE   
クレマン・ダルザス

Producer:   Marc Tempe
From :           Alsace / France 
Cépage:         Pinot Noir, Pinot Blanc, Pinot Auxerrois

BIANCO TREBEZ        glass ¥1,500 / bottle ¥9,500
ビアンコ・トレベツ 

Producer:   Dario Princic
From :           Friuli-Venezia Giulia / Italy 
Cépage:         Chardonnay 40%, Sauvignon 30%, Pinot gris 10%

Orange wine is a type of white wine made by leaving the grape skins and seeds in contact with the juice, 
creating a deep orange-hued finished product.

*It is not wine made with oranges, nor is it a Mimosa cocktail

オレンジワインとは、白ブドウを使って赤ワインの製法でつくられたワインです。

通常の白ワインは白ブドウを絞った果汁のみを発酵させて造りますが、

オレンジワインは皮や種を漬けこんだ状態で発酵するとこで、成分が抽出されて色がつきます。

出来上がったワインがオレンジがった色合いになることから「オレンジワイン」と呼ばれます。
オレンジワインは独特な厚み・旨味のあるクセになる味わいです。

RISPETTO              glass ¥1,280 / bottle ¥8,320
リスペット   

Producer:   Ricci Carlo Daniele
From :           Piemonte / Italy 
Cépage:         Sauvignon 90%, Riesling 10%

RECIOTO  DI  GAMBELLARA CLASSICO DOCG     ¥1,080
レチョート・ディ・ガンベッラーラ   

Producer:   Angiolino Maule
From :           Veneto / Italy 
Cépage:         Garganega

* 50ml / serving

glass ¥1,080 / bottle ¥7,000
(税込 /incl.TAX ¥1,188 / ¥7,700）

(税込 /incl.TAX ¥1,408 / ¥9,152）

(税込 /incl.TAX ¥1,650 / ¥10,450）

(税込 /incl.TAX ¥1,188）


