
¥600 [¥660]

SETOUCHI
Lemon Sour
瀬戸内レモンサワー ¥750

[¥825]

Fresh Lemon
Sour <Dry>
生搾り無糖
レモンサワー

¥780
[¥858]

Cherry Tomato
Lemon Sour
チェリートマト
レモンサワー¥780 [¥858]

Orange
Lemon Sour
オレンジレモンサワー

Lemonsour数量限定

HIGHBALL ハイボール

ハイボール
Highball

¥550 [¥605] ジンジャーハイボール
Ginger Highball

¥550 [¥605]

[¥682]サングリア（ロッソ・ビアンコ） Glass ¥620

BEER BOTTLE ビール
Nastro Azzurro
ナストロアズーロ ¥700
イタリア定番の伝統的ビール

[¥770]
Guinness
ギネス ¥750
これぞ黒ビールの王道

[¥825]

Corona Extra
コロナ エキストラ ¥700
ライムを絞って飲むリゾートビール

[¥770]

COCKTAIL カクテル
Spumoni スプモーニ
( Campari, Grapefruit Juice, Tonic Water )  

¥650[¥715]

Cassis Orange カシスオレンジ
( Cassis, Orange Juice ) 

¥650[¥715]

Moscow Mule モスコミュール
( Vodka, Ginger Ale ) ¥600 [¥660]

Kitty キティ
( Red Wine, Ginger Ale ) 

¥590[¥649]

Mojito モヒート
( Mint, Lime, Rum ) 

¥700[¥770]

Gin Tonic ジントニック
( Gin, Tonic Water ) 

¥600 [¥660]

DRAFT BEER 生ビール
Asahi DRY ZERO 【 Non Alcohol 】
アサヒ ドライ ゼロ【ノンアルコール】

¥550

Asahi SUPER DRY
アサヒ スーパードライ

¥650ジョッキ [¥605][¥715]

Sangria (Rosso/Bianco)



SPARKLING WINE スパークリングワイン

WHITE WINE 白ワイン RED WINE 赤ワイン

[¥693]

[¥572]

[¥1,650]

GLASS WINE グラスワイン White Wine

Red Wine

ハウスワイン（白）House White Wine
フレッシュでフルーティ。
幅広いお料理に合わせやすい
柔軟性のあるハウスワイン。

ハウスワイン（赤）House Red Wine
ピッツァやパスタなど
トマトソースを使った
お料理との相性が良い。

Glass ￥520

￥1,500

Glass ￥680

Decanter
375ml

[¥572]

[¥1,650]

Glass ￥520

￥1,500Decanter
375ml

Sparkling Wine

ジョレ イントレッチオ ブリュット
品種：グレーラ、シャルドネ

Jòle Intreccio Brut

ヴェニスで有名なスットファミリーが
サルヴァトーレの為に造るプライベートワイン。
自社ブドウのみを使い、全て手摘みという
本格的な造り。

[¥3,080]￥2,800

ジョレ イントレッチオ ブリュット
品種：シャルドネ、グレーラ

Jòle Intreccio Brut

ヴェニスで有名なスットファミリーがサルヴァトーレの為に造るプライベートワイン。
自社ブドウのみを使い、全て手摘みという本格的な造り。

2DRY FRUITY

[¥2,178]
￥1,980

ヴィニャ アルバリ ヴェルデホ ソーヴィニヨン ブラン
品種：ヴェルデホ、ソーヴィニヨンブラン

Vina Albali Verdejo
Sauvignon Blanc

スペイン最大規模の生産を誇るワイナリーが造る。
軽快な柑橘類やハーブなどが香り、
メロンや桃の果実が感じられる。

3DRY FRUITY

[¥2,750]
￥2,500

クラシック コンドール シャルドネ
品種：シャルドネ

Classic Condor
Chardonnay

グースベリーや桃、レモンのアロマを感じる。
バランスよくフレッシュで瑞 し々い。
アンティパスト全般、シーフードと良く合う。

4DRY FRUITY

[¥3,410]
￥3,100

ガロフォリ セッラ デル コンテ
品種：ヴェルディッキオ

Garofoli Serra
del Conte

アーモンドの花やエキゾチックフルーツを
思わせる香り。ドライで風味よく爽やか。
シーフードや冷菜などと相性が良い。

2DRY FRUITY

[¥2,178]
￥1,980

テッラ ダリージ ロッソ
品種：モンテプルチアーノ、サンジョヴェーゼ

Terra d'Aligi Rosso

紫がかったルビーレッドの色合い。
爽やかなベリーのアロマが特徴。
飲みやすさと豊かさを併せ持っている。

3LIGHT FULL

4LIGHT FULL

5LIGHT FULL

[¥2,750]
￥2,500

クラシック コンドール カベルネ ソーヴィニヨン
品種：カベルネソーヴィニヨン

Classic Condor
Chardonnay

フレッシュな赤い果実のアロマ。
微かに胡椒やコンフィチュールを感じる。
ハーブ料理やシャルキュトリと良く合う。

[¥3,850]
￥3,500

マーレ マンニュム マンモス ジンファンデル
品種：ジンファンデル

Mare Magnum
Mammoth Zinfandel

南イタリアから世界市場に向けて造る。
ベリーやプラムのリッチな果実味にスパイスや
オークが香る。お肉にぴったりのフルボディ。

《価格は税抜き表記、［］内は税込み表記 / Price is exclude tax, Inside ［］ is include tax》

各国のワイナリーが
サルヴァトーレの為に造る
プライベート ワイン
当社でしかお楽しみ
いただけません



COFFEE & TEA コーヒー＆ティー

SODA FLOAT クリームソーダ

[¥440]

[¥605]

[¥440]

[¥495]

[¥605]

[¥660]

[¥605]

[¥440]

[¥605]

エスプレッソ

ダブルエスプレッソ

コーヒー

アイスコーヒー

Espresso

Double Espresso

Coffee

Iced Coffee

¥400

¥550

¥400

¥450

カフェラッテ

アイスカフェラッテ

カプチーノ

紅茶

アイスティー

Cafe Latte

Iced Cafe Latte

Cappuccino

Tea

Iced Tea

¥550

¥600

¥550

¥400

¥550

Melon Soda Float
メロンクリームソーダ

¥680 [¥748]

Blue Lemon Soda Float
ブルーレモンクリームソーダ

¥680 [¥748]

Passionfruits  Soda Float
パッションクリームソーダ

¥680 [¥748]
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温州ミカンの
アールグレイクーラー

�������������
������������

温州ミカンの
ヴァージンサングリア
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温州ミカンの
スパークリングレモネード

Seasonal Mocktail
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SHAKE シェイク

LEMONADE レモネード

Strawberry Shake
ストロベリーシェイク

¥780 [¥858]

Caramel Banana Shake
カラメルバナナシェイク

¥780 [¥858]

Chocolate Shake
チョコレートシェイク

¥780 [¥858]

Lemonade
レモネード

¥580 [¥638]

Pink Lemonade
ピンクレモネード

¥580 [¥638]

Raspberry
Lemonade Tea
ラズベリーレモネードティー

¥680 [¥748]

ITALIAN SODA イタリアンソーダ

Raspberry
ラズベリー

SOFT DRINK ソフトドリンク

コーラ

ジンジャーエール

オレンジジュース

（イタリアの炭酸ナチュラルウォーター）

Cola

Ginger Ale

Orange Juice

グレープフルーツジュース

ウーロン茶

Grapefruit Juice

Oolong Tea

サンペレグリノ

Sanpellegrino
(Italian Sparkling Water)

¥500

¥500

¥500

¥500

¥500

500ml ¥500

[¥550]

[¥550]

[¥550]

¥500 [¥550]

Pink Grapefruit
ピンクグレープフルーツ

¥500 [¥550]

Passion Fruit
パッションフルーツ

¥500 [¥550]

[¥550]

[¥550]

[¥550]

《価格は税抜き表記、［］内は税込み表記 / Price is exclude tax, Inside ［］ is include tax》




