
別途サービス料 10％がかかります。10% service charge will be added to the total amount of your bill separately.  

Wine List 

 
 
Champagne    

ポール ダンジャン エフィス ジャン バティスト ...............................................................  Glass ¥980（税込 ¥1,078） 

 Bottle ¥5,200（税込 ¥5,720） 
  
 

Sparkling Wine 
■Italy 
カデルボスコ ノンドサージュ ２０１６ ......................................................................  Bottle ¥11,800（税込 ¥12,980） 

 
■Japan 
安曇野ワイナリーナイアガラスパークリング ....................................................................  Bottle ¥4,200（税込 ¥4,620） 

MdV oasis ブラッククイーン .........................................................................................  Bottle ¥3,700（税込 ¥4,070） 
  

White Wine 
■France 
ヒューゲル リースニング ２０１８ ...............................................................................  Bottle ¥3,900（税込 ¥4,290） 

アラン ジョフロア シャブリ ２０１９ ..........................................................................  Bottle ¥4,900（税込 ¥5,390） 

マルセル ダイス ゲヴェルツトラミネール ２０１６ .......................................................  Bottle ¥7,800（税込 ¥8,580） 

 

シャプティエ バニュルス ２０１７ .....................................................  (甘口)（500ml）Bottle ¥4,900（税込 ¥5,390） 

 

シシェル ソーテルヌ ２０１７ .................................................................  (甘口)(375ml)Bottle ¥5,600（税込 ¥6,160） 

 

 
■Italy 
ヴィラスパリーナ ガヴィ ディ ガヴィ ２０１９ ..........................................................  Bottle ¥3,900（税込 ¥4,290） 

イエルマン ヴィナーエ ２０１９ ..................................................................................  Bottle ¥6,600（税込 ¥7,260） 

 

■America 
カレラ ジョシュ ジェンセン セレクション シャルドネ ２０１７ ....................................  Bottle ¥8,000（税込 ¥8,800） 

 

 

■New Zealand 
クラウディーベイ ソーヴィニヨン ブラン ２０２０ .......................................................  Bottle ¥6,400（税込 ¥7,040） 

 

■Germany 
ゲロルグ ブロイヤー ソバージュ リースリング ２０１８ ...............................................  Bottle ¥5,000（税込 ¥5,500） 

 

フリードリッヒ・ベッカー プティロゼ ２０１９ ............................................................ Bottle ¥5,500（税込 ¥6,050） 
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■Japan 
グランポレール長野シャルドネ ２０１９ .......................................................................  Bottle ¥5,500（税込 ¥6,050） 

 

SUNSUN ESTATE柿沢シャルドネ ２０１８ .................................................................  Bottle ¥4,900（税込 ¥5,390） 

 

SUNSUN ESTATE 樽熟 柿沢シャルドネ ２０１６ .......................................................  Glass ¥1,100（税込 ¥1,210） 

Bottle ¥6,500（税込 ¥7,150） 

 

信州たかやまソービニヨンブラン ２０１９ .............................................................................. Glass ¥700（税込 ¥770） 

 Bottle ¥5,000（税込 ¥5,500） 

 

小布施ワイナリー ソガ ペール エフィス ソーヴィニョンブラン ２０１９ .......................  Bottle ¥5,300（税込 ¥5,830） 

 

Kidoワイナリープライベートリザーブ  シャルドネ  ２０１９  ................................  Bottle ¥7,900（税込 ¥8,690） 

 

 

 

 

Red Wine 
■France(Bordeaux) 
Ch ラプラニョット・ベルヴュー ２０１７ ....................................................................  Bottle ¥5,500（税込 ¥6,050） 

 
 

■France(Bourgogne) 
ミシェル ピカール ブルピノ ２０１７ ..........................................................................  Bottle ¥3,900（税込 ¥4,290） 

 

 

■Italy 
レイージ ダレッサンドロ イルボスコ テ二メンティ シラー ２０１４ ..............................  Bottle ¥7,700（税込 ¥8,470） 

ブライダ イルバチャレ モンフェラード ２０１７ ..........................................................  Bottle ¥5,600（税込 ¥6,160） 

 

 

■America 
オーボンクリマ ピノノワール イザベル ２０１７ .........................................................  Bottle ¥9,200（税込 ¥10,120） 

リッジ ガイザーヴィル ２０１７ ..............................................................................  Bottle ¥12,400（税込 ¥13,640） 

 

 

■New Zealand 
クラウディベイ ピノノワール ２０１８ .........................................................................  Bottle ¥6,600（税込 ¥7,260） 
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■Japan 
グランポレール長野 メルロー ２０１７ ................................................................................... Glass ¥900（税込 ¥990） 

 Bottle ¥5,500（税込 ¥6,050） 

 

たかやまワイナリー ピノノワール ２０１８ ..................................................................  Glass ¥1,100（税込 ¥1,210） 

 Bottle ¥6,500（税込 ¥7,150） 

 

安曇野ワイナリー メルロー ２０１７ .............................................................................  Glass ¥1,100（税込 ¥1,210） 

 Bottle ¥6,600（税込 ¥7,260） 

 

SUNSUN ESTATE柿沢シラー ２０１７ ......................................................................  Glass ¥1,000（税込 ¥1,100） 

 Bottle ¥6,000（税込 ¥6,600） 

 

 

Kidoワイナリー プライベートリザーヴ メドウズ..........................................................  Bottle ¥12,500（税込 ¥13,750） 

メルロー82％ プティベルド15％ カベルネフラン5％ 

 

Kidoワイナリー プライベートリザーヴ ブリリアンス ...................................................  Bottle ¥11,500（税込 ¥12,650） 

カベルネソーヴィニヨン 53％  メルロー 28％  プティベルド 19％  

 

ファンキーシャトー ５０＆５０ ２０１８ ................................................................  Bottle ¥10,500（税込 ¥11,550） 

 

 

ノンアルコール Non-alcoholic 
 
■Sparkling Wine 
 

ドメーヌ ピエールシャヴァン ピエールゼロ ブラン スパークリング            Glass ￥600（税込￥660） 

 

■White Wine 
 

ドメーヌ ピエールシャヴァン ピエールゼロ シャルドネ                Glass ￥600（税込￥660） 

 

■Red Wine 
 

ドメーヌ ピエール シャヴァン ピエールゼロ メルロー                Glass ￥600（税込￥660）          
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Dinner Drink Menu 

 
シャンパーニュ   ..........................................................................................................  ¥980（税込 ¥1,078） 
Glass of Champagne  

 

エビス生ビール   ............................................................................................................  ¥700（税込 ¥770） 
YEBISU Draft Beer  

 

志賀高原ビール（IPA／ポーター）   .......................................................................  ¥800（税込 ¥880） 
“Shiga Kogen Beer”  

 

かもしかシードル（甘口／辛口）   .......................................................................... 各¥600（税込 ¥660） 
Apple Sparkling Wine “Kamoshika Cidre  ”Sweet / Dry  

 

日本酒    .....................................................................................................................  Glass ¥800（税込 ¥880） 
Japanese Sake     

 

ウィスキー 各種  .......................................................................................................  ¥800（税込 ¥880）～ 
Whiskey   Various types  

 

カクテル 各種   ...............................................................................................................  ¥700（税込 ¥770） 
Cocktail   Various types  

 

ボトルワイン 各種   ..........................................................................................  ¥3,700（税込 ¥4,070）～ 

Bottle of Wine   Various types  

グラスワイン 各種   ...................................................................................................................................   

Glass of Wine   Various types  

 
別紙にて各種取り揃えております。ご要望等、スタッフにお申し付けください。  
We have Wine List, please feel free to ask us any questions. 

 

サッポロプレミアムアルコールフリー  .........................................................  ¥600（税込 ¥660） 
SAPPORO Premium Non-alcoholic Beer 

 

信州産ジュース（りんご／もも／ぶどう）   .............................................................. ¥600（税込 ¥660） 

Shinshu Fruit Juice   Apple / Peach /  Grape  

 

オレンジ／グレープフルーツジュース  ........................................................... ¥500（税込 ¥550） 
Fruit Juice   Orange /  Grapefruit  

 

ガス入りミネラルウォーター（サンペレグリノ）  .............................................. ¥500（税込 ¥550） 
Mineral Water Sparkling (S.PELLEGRINO)  

 

その他ノンアルコールワイン、カクテルも各種取り揃えております。ご要望等、スタッフにお申し付けください。 

We have Non-alcoholic wine and cocktail list, please feel free to ask us any questions.  
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Drink Menu 

 
日本酒   

 

■長野県松本市 大信州酒造（使用米/ひとごこち）................................  Glass     ¥800（税込 ¥880） 

 Bottle ¥4,900（税込 ¥5,290） 

 
 

ウイスキー 

■白州 .........................................................................................................................................  ¥800（税込 ¥880） 

■山崎 .........................................................................................................................................  ¥800（税込 ¥880） 

■マッカラン12年 ............................................................................................................  ¥1,000（税込 ¥1,100） 

■ハイボール ............................................................................................................................  ¥600（税込 ¥660） 

 
 

カクテル 

■キールロワイヤル ...............................................................................................................  ¥800（税込 ¥880） 

（スパークリングワイン＋カシス） 

■ミモザ.....................................................................................................................................  ¥700（税込 ¥770） 

（スパークリングワイン＋オレンジジュース） 

■ベリーニ ................................................................................................................................  ¥750（税込 ¥770） 

（スパークリングワイン＋桃ジュース＋グレナデンシロップ） 

■キール.....................................................................................................................................  ¥700（税込 ¥770） 

（白ワイン＋カシス） 

■オペレーター .......................................................................................................................  ¥680（税込 ¥748） 

（白ワイン＋辛口ジンジャエール） 

■カーディナル .......................................................................................................................  ¥680（税込 ¥748）  

（赤ワイン＋カシス） 

■キティ  ...............................................................................................................................  ¥750（税込 ¥770 ）  

（赤ワイン＋ジンジャー） 
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大信州 超辛口純米吟醸 


