
yanbarukuina　ALC. 30% ¥700 烏龍茶

Oolong tea ¥500

mate ¥500
¥1,100 ¥6,600 山原くいな 30度

ジンジャーエール

泡盛シャトーセルメジャン、シラー、グルナッシュ / フランス ginger ale ¥500
Ch. Serre Méjean, Syrah, Grenache / france awamori

マテ茶
glass bottle

johnnie walker red label ¥900 mango ¥500

赤ワイン
ジム ビーム コカ コーラ

jim beam ¥900 coca cola ¥500
red wine

taketsuru pure malt ¥1,000 apple ¥500

ジョニーウォーカー レッドラベル マンゴー

pineapple ¥500
glass bottle

¥1,000 ¥6,000 竹鶴ピュアモルト 林檎

ハイビスカス スカッシュ

hibiscus squash ¥700

ウィスキーモモ ソーヴィニヨンブラン
パイナップル

MOMO SAUVIGNON BLANC whisky

corona extra ( bottle ) ¥900

モエ・エ・シャンドン ブリュット ロゼ
アサヒ スーパードライ (小瓶)

MoËt & chandon brut rose

シークヮーサー スカッシュ

白ワイン
ハイネケン(小瓶) squash ¥700
heineken ( bottle ) ¥900

white wine

ソフトドリンクasahi super dry ( bottle ) ¥900
glass bottle soft drink

オリオン クリアフリー

orion draft ¥900 orion clear free ¥800

¥1,900 ¥11,400 コロナ エキストラ (小瓶)

glass bottle
¥1,600 ¥9,600 オリオン生ビール

ビール ノンアルコール ビールモエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル

MoËt & chandon brut impÉrial beer non-alc. Beer

スパークリングワイン、シャンパン ノンアルコール スパークリングワイン
sparkling wine, CHAMPAGNE non-alc. Sparkling wine

ピエール ゼロ ブラン ド ブラン
ヴィコム・ド・カンプリアン・ブリュット

PIERRE ZERO BLANC DE BLANC
vicomte de camprian brut

glass bottle
glass bottle ¥900 ¥5,400
¥850 ¥4,250

DINNER  DRINK　MENU
16:00 - 20:00

上記の価格には、消費税、サービス料が含まれております。

All price are inclusive of consumption tax and service charge.



DINNER FOOD MENU

16:00 - 20:00

APPETIZER PLATE アペタイザープレート ￥1,300

SEAFOOD PLATTER ( FOR 2 ) シーフードプラッター ( 2人前 ) ￥3,000

SEAFOOD PLATTER ( FOR 4 ) シーフードプラッター ( 4人前 ) ￥6,000

ADDITIONAL FOOD FOR SEAFOOD PLATTER

シーフドプラッター追加メニュー

TURBAN LOBSTER SCALLOP

サザエ ロブスター 帆立貝

¥600 ¥1,500 ¥600

FIDEUA フィデウア ￥1,750

double CHEESE PIZZA 2種のチーズピザ ￥1,400

COCKTAIL SHRIMP カクテルシュリンプ ￥750

OCTOPUS AHIJO 蛸のアヒージョ ￥750

DEEP FRIED MUSSELE ムール貝のフリット ￥750

ROASTED TURBAN SHELL サザエのガーリックバター焼き ￥750

MIXED NUTS ミックスナッツ ￥500

上記の価格には、消費税、サービス料が含まれております。

All price are inclusive of consumption tax and service charge.

 WITH GARLIC BUTTER

FISH & CHIPS フィッシュ & チップス ￥750

ASSORTED CHEESE チーズの盛り合わせ ￥1,200

OLIVE & PICKLES オリーブ & ピクルス ￥500


