Drink Menu

ビール

Beer

オリオン 生

ORION Draft beer

オリオン 中瓶

ORION 500ml Bottle

ノンアルコール

Non-alcohol

¥650 (税込\715)

¥700 (税込\770)

ノンアルコールビール 小瓶
Non-alcohol beer 334ml Bottle
ウィスキー Whiskey
バランタイン Ballantine's
水割り or ロック
ソーダ or コーラ

カクテル Cocktail
カシス ソーダ ・オレンジ

cassis
ソフトドリンク

soda or orange

Soft Drink

グァバジュース

Guava juice

マンゴージュース Mango juice
パインジュース

Pineapple juice

シークヮーサージュース Citrus depressa
オレンジジュース

Orange juice

コーラ

Coke

さんぴん茶

Okinawan jasmine tea

ペリエ

Perrier Water

¥700 (税込\770)
¥500 (税込\550)

¥600 (税込\660)
¥600 (税込\660)
¥550 (税込\605)

¥550 (税込\605)

¥550 (税込\605)

¥550 (税込\605)

¥400 (税込\440)

¥400 (税込\440)

¥350 (税込\385)

¥600 (税込\660)

スパークリングワイン
フランス産

Sparkling Wine

France
ポール・クレマン ブラン・ド・ブラン
Pol Clement Blanc de Blancs Brut

白ワイン

グラス 各￥1,300 (税込\1,430)
ボトル 各￥3,900 (税込\4,290)

White Wine

スペイン産 Ｓpain
アロマ・エスパニョール ソーヴィ二ヨン・ブラン
Ａroma Ｅspanol Ｓauvignon Ｂlanc

グラス
ボトル

淡い黄色、蜂蜜の香りを伴い風味豊かで、かすかに甘く感じます。
果実の味わいが広がり、非常に評判の良い辛口白ワインです。

フランス産 France
タッセ・メゾン

シャルドネ Tasse'e Maison Chardonnay

グラス
ボトル

緑色がかった黄色。新鮮な白系果実や白い花の繊細な香り。
爽やかでフルーティーな味わいの柔らかさを感じる、濃くある辛口ワイン。

¥1,200 (税込\1,320)
¥3,600 (税込\3,960)

¥1,400 (税込\1,540)
¥3,900 (税込\4,290)

イタリア産 Itaiy
DOC トレビアーノ・ダブルッツォ
Trebbiano d'abruzzo

トレビアーノ100％

グラス
ボトル

¥1,400 (税込\1,540)
¥3,900 (税込\4,290)

ボトル

¥4,500 (税込\4,950)

麦わら色で果実の香りが心地よい、さっぱりとした口当たり。
滑らかで調和がとれている辛口白ワインです。

フランス産 France ＡＯＣ
ミュスカデ・ド・セーヴル・エ・メーヌ
Ｍuscadet de Ｓ‘evre et Ｍaine

ミュスカデ100％

木樽で熟成をしています。黄金色していて、カリンやグレープフルーツの香りに
バニラやアーモンドのニュアンスが溶け込んでいます。ミュスカデの概念を覆す
新しい白ワインの味わいを楽しむことが出来ます。

シャブリ プルミエクリュ フルショーム
Ｃhablis Ｐremire Ｃru Ｆourhaume

シャルドネ100％

ボトル

¥9,000 (税込\9,900)

緑がかった黄金色。樹齢の高い果樹から産まれる、洋ナシや桃などのフルーツの香りと
しっかりとしたミネラルが感じられ、力強くもエレガントな仕上がりのワインです。

赤ワイン

Red Wine

スペイン産 Ｓpain
アロマ・エスパニョール カベルネ ソーヴィ二ヨン
Ａroma Ｅspanol Ｃabernet Ｓauvignon

グラス ¥1,200 (税込\1,320)
ボトル ¥3,600 (税込\3,960)

深みと艶のあるチェリー色。野性味あふれた果実の心地よいアロマ。
滑らかなタンニンを感じる赤ワインです。
若いうちに飲んでも楽しめます。

イタリア産 Itaiy
DOC モンテプルチアーノ・ダブルッツォ モンテプルチアーノ100%
montepulciano d'abruzzo

グラス ¥1,400 (税込\1,540)
ボトル ¥3,900 (税込\4,290)

濃いルビー色。熟成につれてオレンジ色がかってきます。心地よい果実風味で
タンニンが柔らかく、とても口当たりの良い辛口ワインです。

チリ産 Chile
モンテス クラッシクシリーズ カベルネ・ソーヴィニヨン
Montes Classic Series Cabernet Sauvignon

グラス ¥1,400 (税込\1,540)
ボトル ¥4,800 (税込\5,280)

(フルボディ)熟したベリーやヴァニラの豊かな香りがとても華やか。こしが強く骨格がしっかりし、
濃厚でありながら柔らかい質感も備える。たっぷりの果実味にアルコールのヴォリューム感と
リッチな余韻が非常にバランス良くエレガントにまとまっており、ふくよかで、セクシーな
女性をイメージさせる。チリプレミアムワインの先駆け的存在。

フランス産 France ＡＯＣ
ブルゴーニュ
Ｂourgogne Ｐinot Ｎoir

ピノ・ノワール100％

ボトル ¥5,200 (税込\5,720)

輝きのあるルビー色。新鮮で赤い小さな果実の香りがグラスから溢れだし、華やかな果実香と共に
豊かな酸を感じさせる、魅力的でチャーミングな赤ワインです。

ジュヴレ・シャンベルタン
Ｇevrey-Ｃhambertin, Ｅn Ｓonge

ピノ・ノワール100％

ボトル ¥12,000 (税込\13,200)

「夢」という名前のついた畑のブドウからは、香りが華やかで、骨格のしっかりとした赤ワインが
生みだされます。評価誌 ”ル・ギド・デ・ヴァン・ド・ブルゴーニュ”で三ツ星の評価を獲得しています。

地元うるま市の泡盛
琉球クラシック古酒

暖流古酒
松藤古酒
守禮3年古酒

一合 ¥1,100 グラス ¥550

25度

30度 ボトル 720ml ¥5,000 一合 ¥1,540 グラス ¥770
30度 ボトル 720ml ¥6,000 一合 ¥1,760 グラス ¥880
43度 ボトル 720ml ¥6,500 一合 ¥1,980 グラス ¥990

泡

残波 (黒)
久米仙

古酒

盛

30度 ボトル 720ml ¥3,100 一合 ¥1,100 グラス ¥550
30度 ボトル 720ml ¥3,500 一合 ¥1,320 グラス ¥660

梅

酒

生しぼりタンカン梅酒
沖縄黒糖梅酒

グラス ¥770
グラス ¥770

ウィスキー
水割り・ロック
ソーダ・コーラ割り

グラス ¥550
グラス ¥660

