Drink Menu
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ドリンクメニュー

BEER WHISKY COCKTAIL
Draft Beer

800
3,500

生ビール
ビールピッチャー
Tap Marché

700

タップ・マルシェ
NonAlcohol Beer

550

ノンアルコールビール

・サントリー オールフリー
・キリン 零ICHI(ゼロイチ)

Glass Wine (Red or White)

グラス ワイン（赤・白）

カラフェ

ビール ウイスキー カクテル
Wild Turkey 8y

800

ワイルドターキー 8年
The Glenlivet 12y

900

グレンリベット 12年
The Hakushu 10y

1,000

白州 10年

The Macallan 12y

1,200

マッカラン 12年

700
1,600

Today'sGlass Wine (Red or White)

本日のグラス ワイン（赤・白） 800

1,800

カラフェ

★ CAIPIRINHA カイピリーニャ ★ CAIPIROSKA カイピロスカ

＊カイピリーニャのウォッカバージョン

1,000

ブラジル人気No.1
サトウキビが原料のお酒“カシャッサ”をフレッシュライムと砂糖でシェイクしたビタミンＣたっぷりのカクテル

No.1 Brazilian cocktail made with lime , sugar and Cachaca (alcohol made out of sugarcane). Full of vitamin C.

Cassis Soda

カシスソーダ

Vodka & Tonic

ウォッカトニック

Cassis Orange

カシスオレンジ

Gin & Tonic

Gin Back

ジンバック

ジントニック

Moscaw Mule

ALL 800

モスコミュール

NON ALCOHOL
Guarana

ガラナ

Mineral Water “Acqua Panna”

ミネラルウォーター

ノンアルコール
Coke

コーラ
S.Pellegrino

Passionfruit Juice

Mango Juice

Oolong Tea

Darjeeling Tea

Iced Tea

Espresso

Coﬀee

マンゴージュース
ダージリンティー
エスプレッソ
Cappuccino

カプチーノ

ジンジャエール

サンペレグリーノ

Orange Juice

オレンジジュース

Ginger Ale

パッションフルーツジュース
ウーロン茶

Guava Juice

グァバジュース
Mate

マテ茶

アイスティー
Iced Coﬀee

コーヒー

アイスコーヒー

Caﬀe latte

Iced Coﬀee latte

カフェラテ

アイス カフェラテ

ALL 500

Churrasco
お好みのお肉を、お好きなだけお召し上がりいただけます！ (120min)

シュラスコ

204D011805A

ブラジリアン バーベキュー

[シュラスコ] とは

様々な部位のビーフやポーク・チキン・ラムまた新鮮な野菜や
甘いパイナップル等をダイナミックに大串に刺して焼き上げ、
ブラジリアンバーベキューです。
専用グリルで丹念に焼き上げたシュラスコの肉は、ヘルシーでさっぱりとした
味付けが特徴で、肉本来の旨みを味わうことができます。

●

●

ピッ カ ーニ ャ［イ チ ボ ］

カ パ デ フ ィ レ ［ 肩ロース］

ブラジルで最も人気ある部位のおしりの上のお肉です。

●

●

ピ ッカ ー ニャ コン アーリ ョ

ガーリックで味付けしたピッカーニャ

ク ッ ピ ン ［ コブ肉 ］

●

ブラジルで人気のセブ牛の背中のコブ肉です。

ピ ッカ ー ニャ コン ピメンタ

ブラックペッパーで味付けしたピッカーニャ

●
ア ルカ ト ラ［ ランプ ］

ランプとは、
牛のおしりに相当する部位の肉です。

●
フ ラ ウ ジィ ー ニ ア ［ カイノ ミ ］

●

●

●

●

●

●

●

●

●

サラダバー
● フェイジョアーダ

● ゴイアバーダ コン ケイジョ

● コーヴェ

● パルミット

● コシーニャ デ フランゴ

他にもまだまだございます

ー サラダバーはビュッフェスタイルでお楽しみください ー

4,150yen

（お一人様・税込）

6〜12才 1,600yen ／ 5才以下 無料
＊ラストオーダーは30分前とさせて頂きます。
Last order is 30min before the time limit.

＊お取り分けはできませんので、お召し上がりになるすべての方のご注文をお願いいたします。
Please order for the amount of people eating. It is not possible share meals.

Free Drink Plan
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飲み放題プラン （120min）

NON ALCOHOL

● ノン アルコール

コーラ

Ginger Ale

ジンジャエール

Guarana

Orange Juice

Passionfruit Juice

Guava Juice

Coke

オレンジジュース

ガラナ

パッションフルーツジュース

Mango Juice

マンゴージュース

Oolong Tea

★ CAIPIRINHA カイピリーニャ

Mate

ウーロン茶

飲み放題プラン
★ Todayʼs WINE 本日のワイン

グァバジュース

2,100yen

Wines by the glass × 5

ワイン×５種

マテ茶

＊内容はスタッフまでお尋ねください。

★ CAIPIROSKA カイピロスカ
＊カイピリーニャのウォッカバージョン

ブラジル人気No.1
サトウキビが原料のお酒“カシャッサ”をフレッシュライムと砂糖でシェイクしたビタミンＣたっぷりのカクテル

No.1 Brazilian cocktail made with lime , sugar and Cachaca (alcohol made out of sugarcane). Full of vitamin C.

★ HOT COFFEE

ホットコーヒー

スペシャル飲み放題プラン

3,200yen

＊ラストオーダーは30分前とさせて頂きます。またラストオーダーはお一人様一杯とさせて頂きます。
Last order is 30min before the time limit. Last drinks will be limited to one per person.
＊飲み放題は2時間制です。2時間以降のご注文は別途料金とさせていただきます。
Drink Plan is limited hor 2hours. Orders after 2hours will be charged separatly.

＊お取り分けはできませんので、お召し上がりになるすべての方のご注文をお願いいたします。
Please order for the amount of people eating. It is not possible share meals.

Wine List
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ワイン リスト

SPARKRING WINE

スパークリングワイン

N.V. Xaloc Cava Brut /Spain

バルディネット

ブリュット

3,000

エスプマンテ モスカテル

3,800

シャロック

カバ

泡立ちはきめ細かく柑橘系の香り豊かな辛口のスパークリングワイン

CAVE ANTIGA Espumante Moscatel /Brasil

カヴェ・アンティーガ

ブラジル国内及び海外において数々のメダルを獲得、マスカット葡萄のワイン

CAVE ANTIGA Espumante Rose Brut /Brasil

カヴェ・アンティーガ

4,500

エスプマンテ ロゼ ブリュット

サーモンピンクのスパークリングワイン。濃厚で持続性のある味わい

WHITE WINE

白ワイン

Miolo Brazilian Legends Pinot Grigio Riesling /Brasil

ミオーロ

ブラジリアン・レジェンド

3,000

ピノ・グリージョ/リースリング

梨などの白い果実を思わせるすっきりとした香り、さわやかな味わい

CAVE ANTIGA Chardonnay /Brasil

カヴェ・アンティーガ

Alsace Riesling Rebmann Prestige /France

アルザス

リースリング

3,800

シャルドネ
レブマン

4,000

プレスティージュ

淡い澄んだ黄金色。白い花の香りのなかに白桃やレモンの爽やかな香り

Chablis La Pierrelee /France

4,600

シャブリ・ラ・ピエレレ

エレガントなリンゴや洋なしのアロマ、新鮮で瑞々しいクリーンな酸

RED WINE

赤ワイン

Miolo Brazilian Legends Cabernet Sauvignon Merlot /Brasil

ミオーロ

ブラジリアン・レジェンド

カベルネ・ソーヴィニョン/メルロー

チェリーを思わせるフルーティーな香り、フレッシュで軽快な飲みやすい赤ワイン

CAVE ANTIGA Il Vino Venerabile Cabernet Sauvignon /Brasil

カヴェ・アンティーガ

イル ヴィーニョ ヴェネラビル カベルネソーヴィニョン

Gnarly Head Old Vine Zinfandel /California

ナーリー・ヘッド

オールド・ヴァイン

3,000
3,800
3,900

ジンファンデル

ブラックチェリーやラズベリーのアロマにチョコレート香、ジューシーな完熟果実の甘み

Chianti Ruﬁna Villa di Vetrice Riserva /Italy

キャンティ

ルフィナ

ヴィッラ・ディ・ヴェトリチェ

リゼルヴァ

タンニンもきれいに溶け込み、心地よい果実味とともにバランスの良いやさしい味わい

CAVE ANTIGA Gran Reserva Marselan /Brasil

カヴェ・アンティーガ

グラン レゼルヴァ マルセラン

マルスラン葡萄のワイン、熟した果実やバニラの香りが特徴

Minervois Château de Rieux /France

シャトー・ド・リュー

ミネルヴォア

凝縮したピュアな果実の風味が豊かで、滑らかでしなやかなアタック

4,800
5,000
5,200

