Le proposte da Michele!

Peroni

Nastro Azzurro
ペローニ ナストロアズーロ

DRAFT ¥ 880
１９６３年イタリアのローマで誕生した、
プレミアムイタリアンビール。
絶妙にバランスがとれた苦味と
柑橘類のスパイシーな香り
さっぱりとした爽やかな飲み心地で
驚くほどキレが良く
すっきりとした後味を実現しています。
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イタリアでは、忙しい一日が終わる夕方に
小皿料理と食前酒と共に、友人たちと交流する
アペリティーヴォが近年人気になっています。
美味しい小皿料理と共に、さっぱりとした爽やかな
ペローニ ナストロアズーロを味わいながら、
親しい友人・仲間とのひとときを楽しみましょう。

Peroni Nastro Azzurro <Bottle>

ペローニ ナストロ アズーロ（瓶ビール）

330ml ¥ 1,080

Le proposte da Michele!

da Michele

Neapolitan Craft Beer
ダ・ミケーレ ナポリタン クラフトビア

BOTTLE ¥ 960

Red

フルーツのような
華やかな香りと、コクのある
しっかりとした味わい。

Gold
苦味の効いた爽快な
のどごしと、マイルドで
飲みやすい味わい。

KIRIN Heartland <Bottle>
キリンハートランド（瓶ビール）

330ml ¥ 800
［ 価格は全て税込です ］

Cocktail Nazionali

イタリアンカクテル

Aperol Spritz
アペロール スプリッツ
若者を中心にイタリア全土で人気のカクテル。
アペロール＋スプマンテ＋ソーダの組み合わせ。

¥ 830

Limoncello Soda / Shot
リモンチェッロ

ソーダ / ショット

ナポリといえばこれ！！
現地のレシピで本場ナポリの味を再現しています。
レモンの風味豊かな味わい。
ぜひ、
イタリア・ナポリを感じてください！！

¥ 720

Amaretto Ginger

¥ 720

アマレットジンジャー

アマレットとはイタリア語で「少し苦いもの」
という意味。女性に人気！
！

Cynar_ Cola / Rock / Straight

¥ 720

チナール ̲ コーラ / ロック/ ストレート

イタリア産アーティチョークと１３種類のハーブを使用しワインをベースとしたほろ苦いリキュール。

Campari_ Soda / Orange

¥ 720

カンパリ̲ ソーダ / オレンジ

イタリアを代表するミラノ発祥のハーブ系リキュール。お好みの飲み方をスタッフまで。

Liquore Strega_ Soda / shot

¥ 720

リクオーレ ストレーガ ̲ ソーダ / ショット
イタリア語で “魔女 という意味のストレーガ。ハーブやスパイスをアルコールに漬け込みシロップを加えた黄金色の香り高いリキュール。

Bergamotto_ Soda / Orange

¥ 830

ベルガモット̲ ソーダ / オレンジ

南イタリア・カラブリア州で有名な柑橘系リキュール。女性に人気！！

Negroni_ Rock

¥ 830

ネグローニ ̲ ロック

世界No.2のカクテルが念願のリリース！
！カンパリ、ベルモットロッソ、ドライジンの組み合わせ。

Gin_ Soda / tonic / Ginger ale

¥ 830

ジン̲ ソーダ / トニック / ジンジャーエール
イタリア産のドライジン。爽やかで華やかな香りとまろやかでスッキリした味わいが印象的。

Vodka_ Tonic / Ginger ale / Orange

¥ 830

ウォッカ ̲ トニック / ジンジャエール / オレンジ

念願のイタリア産ウォッカがついに入荷！伝統的な製造方法で造られ、華やかな香りとなめらかな奥行きが特徴的。

上記メニュー以外にも、
イタリア定番のリキュール・食後酒も各種ございます。気軽にスタッフまでどうぞ！
［ 価格は全て税込です ］

Highball Italiano

イタリアンハイボール

PUNI The Italian Malt Whisky
イタリア初のウィスキー専門蒸留所として誕生したプーニ社による、
イタリア産モルトウィスキーが登場！

PUNI The Italian Malt Whisky GOLD

¥ 950

ゴールド ̲ ソーダ / ストレート
バーボン樽で 5 年間熟成。
古典的なスタイルのモルトウィスキー。

PUNI The Italian Malt Whisky VINA

¥ 980

ヴィーナ̲ ソーダ / ストレート
マルサラ・ヴェルネジ樽で 5 年間熟成。
フルーツケーキの持つアロマが特徴的。

PUNI The Italian Malt Whisky SOLE

¥ 1,050

ソーレ ̲ ソーダ / ストレート
味わいに独特の甘みがあり、
クルミとスパイシーなオークのクリーミーな風味も特徴。

PUNI The Italian Malt Whisky ALBA

¥ 1,100

アルバ ̲ ソーダ / ストレート
イタリアの豊かでフルーティーなフレーバーと
スコットランド島の独特なスモーキーさが融合した味わい。

Digestivo

食後酒

イタリアには食後酒（ディジェスティーヴォ）という、
食事を終えるときに強いお酒を飲む習慣があります。
強いアルコールが胃を活性化させ、消化を促進する効果があると言われています。
ぜひ最後までイタリア文化をお楽しみください。

Fernet Branca

フェルネット ブランカ

¥ 720

イタリア中のバールにある定番ビターリキュール。
深い苦味と爽やかなハーブの香り。

Crema di Limoncello

クレーマ ディ リモンチェッロ
南イタリアの代表的な食後酒。
リモンチェッロに生クリームを加え、
レモン香る強いアルコールと
まろやかなバニラの甘さが絶妙な味わい！
！

Grappa di Barolo “Berta” ¥ 1,300
グラッパ ディ バローロ “ベルタ
バローロ用ネッビオーロ種 100％使用。
調和のとれたエレガントな香り。

¥ 720

Tiramisùcello

ティラミスチェッロ

ティラミスにウォッカを加えました。
新感覚の“飲むドルチェ
大人のティラミスチェッロを
お楽しみ下さい。

¥ 720

La Nostra Scelta
ナポリの定番ワイン

Partenope Campania Bianco
パルテノペ カンパーニア ビアンコ
品種：ファランギーナ、コーダ・ディ・ヴォルペ
産地：カンパーニア州マラーノ・ディ・ナポリ

柑橘類を感じさせる果実味豊かな香り、
口当たりは柔らかく調和のとれた味わい。
前菜や生の魚介類、サラダなどとご一緒にどうぞ。

850
CARAFE ¥ 3,400
BOTTLE ¥ 4,900

GLASS ¥

Partenope Campania Rosso
パルテノペ カンパーニア ロッソ
品種：アリアニコ、ピエディロッソ
産地：カンパーニア州マラーノ・ディ・ナポリ

ブラックベリーを思わせる心地よい香り。
ドライで優れたボディ、かつ柔らかな味わい。
ハム類や各フリット、お肉料理との相性が良いです。

850
CARAFE ¥ 3,400
BOTTLE ¥ 4,900

GLASS ¥

Staff Recommended

スタッフおすすめ
本日のグラスワイン

詳しくはスタッフまで
お気軽にお尋ねください！

¥850~ ¥1,280

乾杯に最適な
ノンアルコール
スプマンテも
ございます

CARTA dei VINI ワインリスト
Benvenuti Prosecco !
乾杯におすすめ!!

Valdobbiadene
Prosecco DOCG
“Marca oro”
ヴァルドッビアーデネ プロセッコ
DOCG “マルカ オーロ
〜 Veneto 〜グレラ
明るい麦わら色でリンゴや蜂蜜の香り。
マイルドでバランスの良い味わい。

GLASS ¥ 1,080

Spumanti

- スプマンテ

Abbazia Moscato Dolce

¥ 4,200

アバッチア モスカート ドルチェ
〜 Piemonte〜モスカート
爽やかなマスカットのテイスト。甘口。女性に人気です。

Franciacorta Brut DOCG SAN CRISTOFORO

¥ 9,800

フランチャコルタ ブリュット DOCG サンクリストーフォロ
〜Lombardia〜シャルドネ
洋ナシ等の果実、
ドライフルーツや蜂蜜のデリケートな香り。フレッシュでほのかな塩味が特徴的。
きめ細かな発砲がアペリティーボ
（食前酒）
に最適!

FERRARI BRUT

¥ 10,700

フェッラーリ ブリュット
〜Trentino Alto Adige 〜シャルドネ
輝く黄金色、きめ細かな上品な泡立ち、そしてなめらかな口当たり。イタリア最高峰のエレガントがここにあります。

［ 価格は全て税込です ］

Vini Bianchi - 白ワイン
Cusumano Insolia

¥ 3,600

クズマーノ インツォリア
〜Sicilia〜インツォリア
トロピカルフルーツの香り、キリッとした辛口。

Paiara Bianco

¥ 4,000

パイアラ ビアンコ
〜Puglia〜シャルドネ、ボンビーノ
フレッシュな果実の香り、イキイキとした酸とスッキリした味わいが印象的。

Pompeiano Bianco

¥ 4,300

ポンペイアーノ ビアンコ
〜Campania〜ファランギーナ、コーダ・ディ・ヴォルペ
白い花の香りに南国のフルーツのニュアンス。ほんのり甘さも感じる爽やかな微発泡タイプ。

Pipoli Bianco

¥ 4,600

ピポリ ビアンコ
〜Basilicata〜 グレコ、フィアーノ
レモンやライムの華やかな香り、白桃を感じる味わい。

Salento Tormaresca Chardonnay

¥ 4,800

サレント トルマレスカ シャルドネ
〜Puglia〜 シャルドネ
タイムやラベンダーの香り、フレッシュで果実味豊かな味わい。

Nuragus di Cagliari DOC

¥ 5,000

ヌラグス ディ カリアリ DOC
〜Sardegna〜 ヌラグス
濃厚で繊細な果実の香り、果実味と酸味のバランスが良い。

Mastro Bianco Berardino

¥ 5,500

マストロ ビアンコ ベラルディーノ
〜Campania〜 コーダ・ディ・ヴォルペ、フィアーノ、グレコ、ファランギーナ
カンパーニアの４品種をブレンド。みずみずしい果実味が特徴。スタッフおすすめ！！

Ciro Bianco 2018

¥ 6,300

チロ ビアンコ2018
〜Calabria〜 グレコ
シトラスなど柑橘系の香り、爽やかな果実味としっかりとしたミネラル感が良い。

Jale’ Cusumano
ヤレ クズマーノ
〜Sicilia〜 シャルドネ
飲み応え抜群！南の太陽をいっぱい浴びたリッチなシャルドネを感じる味わい！！

¥ 7,500

Vini Rossi - 赤ワイン
Cusumano Nero d’Avola

¥ 3,600

クズマーノ ネロ・ダーヴォラ
〜Sicilia〜 ネロ・ダーヴォラ
熟した果実の香り、フレッシュで飲みやすい。

Paiara Rosso

¥ 4,000

パイアラ ロッソ
〜Puglia〜 カベルネ・ソーヴィニヨン
赤い果実やプラムの香り、バランスが良くなめらかな味わい。

Pompeiano Rosso

¥ 4,300

ポンペイアーノ ロッソ
〜Campania〜 ピエディ・ロッソ、シャッシノーゾ
ブドウの特徴が良く出たフルーティな風味と、口当たりのよい泡が特徴。微発砲タイプ。

Salento Tormaresca Primitivo

¥ 4,700

サレント トルマレスカ プリミティーヴォ
〜Puglia〜プリミティーヴォ
果実やジャムの香り、スミレや甘いスパイスのニュアンス。

Sangiovese Terre degli Osci

¥ 5,000

サンジョヴェーゼ テッレ デリ オシ
〜Molise〜 サンジョヴェーゼ
野生のベリーの香り、果実味とタンニンのバランスが良い。

Aglianico del Vulture

¥ 5,200

アリアニコ デル ヴルトゥレ
〜Basilicata〜 アリアニコ
完熟したベリーやスパイスの複雑な香り、樽由来のヴァニラの香りも感じる。

Monica di Sardegna

¥ 5,500

モニカ ディ サルデーニャ
〜Sardegna〜 モニカ
微かなスパイスの香り、心地よい爽快感がありバランスの良い味わい。

Ciro Rosso Classico Superiore 2018

¥ 6,300

チロ ロッソ クラッシコ スペリオーレ 2018
〜Calabria〜 ガリオッポ
ドライフルーツやカカオの香り、後味のミネラル感が上品な味わい。

Taurasi Feudi di San Grecorio DOCG

¥ 9,700

タウラージ フェウディディ サン グレコリオ DOCG
〜Campania〜 アリアニコ
チェリーや力強いスパイスの香り、まろやかで滑らかなタンニンが魅力的なフルボディ。

リストにない赤・白ワインボトルあります。詳しくはスタッフまで !
［ 価格は全て税込です ］

Non Alcolico
La bevanda fatta in casa di Puro
プー ロ の 自 家 製 ドリ ンク

Itarian Ginger Ale

Itarian Cola

イタリア発のレシピをアレンジした
自家製ジンジャエール。

シチリア産のレモン果汁を

イタリアンジンジャエール

イタリアンコーラ

使用した自家製コーラ。

¥ 680

¥ 680

Spumante ノンアルコールスプマンテ

Bollicine Dry
Alternativa Spumante

glass ¥ 880
bottle ¥ 4,200

ボッチリーネ ドライ
アルテルナティヴァ スプマンテ
黄色の花や柑橘、リンゴのような香り。
果実のコクと旨味がしっかりと感じられる本格的な味わい。

Birra ノンアルコール ビール

数量限定

Moretti Zero
モレッティ ゼロ

バランスが良く、
アロマティック。深みある味わい。

bottle ¥ 850

Soft Drink
Sanpellegrino［ 微炭酸飲料 ］

Yoga［ 果汁飲料 ］

お馴染みの微炭酸水サンペレグリノのフレーバージュース。
程よく甘酸っぱい味わいをお楽しみ下さい。

イタリアのバールに欠かせないヨーガ社のジュース。
果汁本来の濃厚な味わいをお楽しみ下さい。

Limonata

Succo di Pesca e Mango

リモナータ
（レモン）

ぺスカ エ マンゴー
（桃とマンゴー）
200ml ¥

750

200ml ¥ 750

Succo di Pera

Pompelmo

スッコ ディ ペーラ
（洋梨）
200ml ¥

ポンペルモ
（グレープフルーツ）

750

200ml ¥ 750

Succo di ACE

Rossa Aranciata

スッコ ディ アーチェ

ロッサ アランチャータ
（ブラッドオレンジ）

ビタミン A,C,E を含み、
健康志向でクセのない優しい味わい。

200ml ¥ 750

200ml ¥ 750

Coca-Cola

¥

500

Succo d'Arancia

¥

Coca-Cola zero

¥

500

Succo d’Arancia Rossa

¥ 750

Ginger Ale

¥

500

Succo di’Mandarine

¥ 750

Succo di mela

¥

500

シチリア産のマンダリンを 100％使用し、
濃厚で程よい酸味が特徴的な味わい。

コカコーラ

コカコーラゼロ

ジンジャーエール
アップル

Frizzante 炭酸水
Sanpellegrino
サンペレグリノ

オレンジ

ブラッドオレンジ

マンダリンオレンジ

500

Acqua 水
500ml ¥ 840

Acqua Panna

500ml ¥ 840

アクアパンナ

［ 価格は全て税込です ］

