
　　　WINE ワイン
Sparkling wine　スパークリングワイン

Beso de Rechenna Cava Reserva Brut Nature  -Union Vinicola del Este Valencia, Spain

ベソ デ レケーナ カヴァ レゼルバ ブリュット ナチュール スペイン, ヴァレンシア

さわやかな柑橘系の香り、食前酒にはぴったりの辛口スパークリングワイン"Beso"はスペイン語で「口づけ・キス」の意味

White wine　白ワイン

Smoking Loon Blue Loon Moscato California 2018 California, USA

スモーキング ルーン ブルー ルーン モスカート カリフォルニア アメリカ, カリフォルニア

Pablo Clalo Sauvignon Blanc 2019 -Dominio de Punctum Castilla-La Mancha, Spain

パブロ クラロ ソーヴィニヨン ブラン スペイン, カスティーリャ ラ マンチャ

有機栽培のブドウで造る自然派ワイン。柑橘果実や洋ナシのアロマ。ハーブ系の香りが心地よい  -辛口

Red wine　赤ワイン

Jean Balmont Premium Pinot Noir 2018 France

ジャン バルモン ピノ ノワール フランス

Mercedes Eguren Cabernet Sauvignon 2018 -Bodegas Eguren Rioja, Spain

メルセデス エグーレン カベルネ ソーヴィニヨン スペイン, リオハ

しっかりとした濃いめの色調でカシスやブラックベリーなど黒系果実のアロマ。豊かなタンニンと酸味で余韻も長く続く -フルボディ

　　　WINE COCKTAIL ワインカクテル
Sparkling wine Base　スパークリングワインベース

Kir Royal w/crème de cassis Mimosa w/orange juice

キール ロワイヤル  スパークリングワイン, カシスリキュール ミモザ スパークリングワイン, オレンジジュース

Kir Imperial w/crème de framboise Aperol Spritz w/aperol, soda

キール インペリアル スパークリングワイン, フランボワーズリキュール アペロール スプリッツ スパークリングワイン, アペロール, ソーダ

Wine Base　ワインベース

Sangría white w/pineapple, Orange Juice Sangría red w/pineapple, Orange Juice

サングリア ホワイト 白ワイン, パイン, オレンジジュース サングリア レッド 赤ワイン, パイン, オレンジジュース

Kir w/creme de cassis Cardinal w/creme de cassis

キール 白ワイン, カシスリキュール カーディナル 赤ワイン, カシスリキュール

Operator w/ginger ale, lime Kitty w/ginger ale, lime

オペレーター 白ワイン, ジンジャーエール, ライム キティ  赤ワイン, ジンジャーエール, ライム

Spritzer w/soda, lemon Tinto de verano w/soda, lemon

スプリッツァー 白ワイン, ソーダ, レモン ティント デ ベラーノ 赤ワイン, ソーダ, レモン

この他、別途ボトルワインのリストをご用意しておりますのでご希望の際はスタッフまでお声かけ下さいませ
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渋みと酸味のバランスが良く、フレッシュ且つ果実味あふれるジューシーな味わい。軽めの味わいの料理との相性が良い　-ミディアムボディ
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蜂蜜やメロンのフレーバーにライチの香り。リフレッシュ感漂う酸味は幅広い料理との相性も抜群です。 -やや辛口
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料金には10%のサービス料と消費税が含まれております。
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Prices include 10%service charge and consumption tax
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　　　BEER ビール

Orion Draft  -Okinawa Aoi sora to umi no beer  -Okinawa

オリオン 生ビール 青い空と海のビール

Orion Nago Beer  -Okinawa  Heineken

オリオン 75 ビール （プレミアムクラフトビール） ハイネケン

Orion Clear Free  -Non Alcohol Beer

オリオン クリアフリー  -ノンアルコールビール

　　　WHISKY ウイスキー 　　　PLUM WINE 沖縄梅酒

Nikka Yoichi Single malt  -Hokkaido Brown suger Plum wine   -Okinawa

余市 シングルモルト 沖縄黒糖梅酒

Jack Daniel's  -Tennessee, USA Hirami lemon Plam wine  -Okinawa

ジャック ダニエル シークヮーサー 梅酒 

※ソーダ割り　各＋100円　w/soda +100yen ※ソーダ割り　各＋100円　w/soda +100yen

　　　SHOCHU 焼酎 　　　AWAMORI 泡盛

Beni-issui Okinawa Tanamasa Okinawa

紅一粋 (べにいっすい) 原酒37℃ たなまさ 古酒 25℃ 　カフーリゾート オリジナル泡盛

Ichibanfuda Manza

一番札 (いちばんふだ) 25℃ 万座 (まんざ)　古酒 43℃ 

　　　COCKTAIL カクテル

Sea breeze Vodka, grapefruit juice, cranberry Mangoyan mojito Mango liqueur, soda, fresh mint, lime 907
シーブリーズ ウォッカ, グレープフルーツ, クランベリー マンゴヤン モヒート マンゴーリキュール, ソーダ, ミント, ライム

Gin & Tonic Gin, Tonic water Classic mojito Bacardi rum, soda, fresh mint, lime 907
ジン トニック ジン, トニックウォーター クラシック モヒート バカルディラム, ソーダ, ミント, ライム

Hirami lemon sour Awamori, hirami lemon, soda Cassis Orange／grapefruit／soda／oolong tea 907
シークヮーサー サワー 泡盛, シークヮーサー, ソーダ カシス (オレンジ／グレープフルーツ／ソーダ／ウーロン茶）

　　　NON-ALCOHOLIC COCKTAIL ノンアルコールカクテル

Orange time Hirami lemon, pineapple juice, soda 726 Virgin breeze Grapefruit juice, cranberry 787
オレンジ タイム シークヮーサー, パイン, ソーダ ヴァージン ブリーズ グレープフルーツ, クランベリー

Sunset blue Pineapple juice, mango 726 Thi-da 787
サンセット ブルー パイン, マンゴー てぃーだ オレンジ, パイン, クランベリー 

　　　SOFT DRINK ソフト ドリンク

Orange juice 726 Cranberry 726 Ginger ale 726
オレンジ ジュース クランベリー ジンジャーエール

Grapefruit juice 726 Hirami lemon 726 Cola 726
グレープフルーツ ジュース シークヮーサー コーラ

Mango 726 Pineapple 726 Jasmine tea 726
マンゴー パイン さんぴん茶

Oolong tea 726
ウーロン茶

　　　MINERAL WATER ミネラルウォーター

S. Pellegrino 726 Acqua Panna 726
サンペレグリノ（スパークリングウォーター） アクアパンナ

Prices include 10%service charge and consumption tax

料金には10%のサービス料と消費税が含まれております。

芋焼酎

Onna Village, Okinawa

麦焼酎

(500ml) (500ml)

Orange Juice, pineapple Juice, cranberry 

(30ml) (60ml)
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Bottle (330ml)

Bottle (334ml) 1,089
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