Sparkling

CHANDON BRUT

glass 830 bottle 5,200

シャンドン ブリュット

シャルドネとピノ・ノワールのいくつかの年のベースワインをブレンドし、瓶内発酵後、18 ヶ月澱と共に熟成。
フレッシュなスタイルと繊細な果実風味、
そしてバランスの良いクリーミーな味わいの高品質な正統派スパークリングです。

Beer

Heart Land Beer
ハートランドビール

Moretti

モレッティ

.........................................................

................................................................................

Peroni Nastro Azzurro

ペローニ ナストロアズーロ

Messina

メッシーナ

..........................................

...............................................................................

Guinness

............................................................................

Heineken

...........................................................................

ギネス

ハイネケン

KIRIN Zero Ichi NON ALCOHOL

キリン ゼロイチ
［ノンアルコール］

...........................

Beer Cocktail
Shandy Gaff

シャンディガフ

.....................................................................

650
720
820

Cassis Beer

.......................................................................

Campari Beer

................................................................

リモンチェッロビア

..........................................................

Pink Mimosa

ピンクミモザ

....................................................................

520

900

スパークリング＋ブラッドオレンジ

White Mimosa

ホワイトミモザ

...............................................................

キール ロワイヤル

670

900

スパークリング＋オレンジ

710

Kir Royal

.............................................................................

900
930

スパークリング＋カシス

Kir Imperial

キール インペリアル

.....................................................................

930

スパークリング＋フランボワーズ

Bellini

ベリーニ

.....................................................................................

930

スパークリング＋ピーチ＋グレナデン

700

Wine Cocktail

Spritzer

730

スプリッツァー

750

キティ

750

オペレーター

ビール＋カンパリ

Limoncello Beer

.................................................................................

スパークリング＋グレープフルーツ

ビール＋カシス

カンパリビア

Mimosa

ミモザ

750

ビール＋ジンジャーエール

カシスビア

Sparkling Cocktail

.................................................................................

650

白ワイン＋ソーダ

Kitty

.........................................................................................

650

赤ワイン＋ジンジャーエール

Operator

..............................................................................

650

白ワイン＋ジンジャーエール

ビール＋リモンチェッロ

Home made S angria
AONAPO Sangria [ Rosso / Bianco]

アオナポ 特製サングリア［ 赤・白 ］

フルーツをたっぷり漬け込んだ自家製サングリアです。

glass 650 carafe(500ml) 1,900

Italian Cocktail
Aperol

アペロール

....................................................................

Vermouth Rosso / Dry

700

ベルモット［ ロッソ or ドライ ］

ヴェネト ̲ イタリアを中心にヨーロッパで人気を集めている、
ビターオレンジや
スイートオレンジを使用したハーブ系リキュール。食前酒＝アペリティフが由来。
軽やかな甘さとさっぱりとした後味。

Amaretto

アマレット

............................................................

ピエモンテ ̲ 白ワインを主体にし、ニガヨモギ（Vermut) などの香草や
スパイスを配合して作られるフレーバードワインの一種。
苦めで重めであるスイートベルモットのロッソと、
最もワインらしい風味のドライがあります。

700

Bergamotto

ベルガモット

ロンバルディア ̲ 杏の種を原料とし、甘くてほろ苦いアーモンドに似た風味と
琥珀色が特徴。 アマレット とはイタリア語で「少し苦いもの」
という意味。

Campari

カンパリ

...............................................................

700

.....................................

.......................................................

700

カラブリア ̲ 南イタリア・カラブリア州の特産の柑橘 ベルガモット で
作られたリキュール。アールグレイの香りづけに使われていることでも有名で
リラックス効果や気分を高める香りがある。

700

Amaro

700

ロンバルディア ̲60種類程のハーブやスパイスで作られている。
鮮やかな赤い色と柑橘系の香りが特徴のビター系リキュール。

アマーロ

Limoncello

カラブリア ̲ アマーロ＝苦いという名の通り、
苦味にアクセントを置いたビター系リキュール。
28 種類のハーブをアルコールに漬け込み砂糖を加えてつくられている。

リモンチェッロ

........................................................

700

...................................................................

カンパーニャ ̲ 世界遺産アマルフィー産のレモンの皮から造られる、着色料、
香料、保存料一切なしのレモンリキュール。伝統的なリキュールで、
各家庭ごとに作られており マンマの味（母の味）と呼ばれています。

mixer : お好みの飲み方はスタッフまで

・Rock
ロック

・Soda
ソーダ

・Tonic
トニック

・Ginger ale
ジンジャーエール

・Cola
コーラ

・Orange
オレンジ

・Grapefruit
グレープフルーツ

Spirits Liqueur
Gin

ジン

..............................

Vodka

ウォッカ

Rum

ラム

.......................

...........................

Tequila

テキーラ

....................

650
650
650
650

Cassis

.......................

650

Peach

........................

650

カシス
ピーチ

Kahlua

カルーア

Franboise

フランボワーズ

mixer : お好みの飲み方はスタッフまで

・Rock
ロック

・Soda
ソーダ

.....................

・Ginger ale
ジンジャーエール

..............

・Cola
コーラ

ハイボール

..................................................

アオナポハイボール ̲ ベルモット＋ウィスキー＋トニック

Monthly Recommended Whisky
今月のお勧めウィスキー

........................

Malibu

マリブ

Apricot

アプリコット

.....................

...................

Midori [Melon]

ミドリ
（メロン）

・Grapefruit
グレープフルーツ

......

680
680
680

Mistia

et c

......................

[Muscat]

720

ミスティア
（マスカット）

Passoa

......................

[Passion fruit]

720

パッソア
（パッションフルーツ）

720

・Oolong Tea
烏龍茶

・Iced Tea
アイスティー

・Milk
ミルク

et c

Digestif

...............................................................................

AONAPO Highball

680

・Orange
オレンジ

Whiskey Cocktail

Highball

650

Litchi

ライチ

・Blood Orange
ブラッドオレンジ

...................

600
650

ASK

Grappa

グラッパ

................................................................................

Calvados

カルバドス

............................................................................

700~
800~

Non Alcohol Cocktail
Homemade Ginger lemonade

Hot / Iced
自家製 ジンジャーレモネード［ ホット or アイス］

Citrus Cooler

シトラスクーラー

550

.................................................................

550

Traubenmost

グレープフルーツ＋トニック

Shirley Temple

シャーリーテンプル

...............................................................

550

グレナデン＋ジンジャーエール

Passion Cooler
パッションクーラー

...............................................................

トラウベンモスト

トラウベンモストは無添加・無加水のワインにする前の
１００％ブドウ搾汁ジュース。広大な土地で育ったワイン用のブドウは
酸が豊富でキレの良い飲み口が特徴的です。

550

Roter Traubenmost

パッションフルーツ＋ジンジャーエール

Virgin Breeze
バージンブリーズ

..................................................................

...................

赤ブドウ：ツヴァイゲルト 100%

Weisser Traubenmost

550

.............

白ブドウ：グリューナーフェルトリーナ 100%

glass

650

glass

650

クランベリー＋グレープフルーツ＋トニック

Soft D rink
Coca-Cola

コカコーラ

..........................................................................

Italian Sp arkling Beverage

イタリア発 果実入り天然炭酸飲料

450

Aranciata

アランチャータ

.................................................................

Ginger-Ale

.......................................................................

450

イタリア産のオレンジを使用し、果汁本来の味わい。

Oolong Tea

......................................................................

450

ブラッドオレンジ

Orage Juice

.......................................................................

ジンジャーエール
烏龍茶

オレンジジュース

Grapefruit Juice

500

Nectar Peach

...................................................................

500

ネクターピーチ

Pineapple Juice

.............................................................

500

........................................................................

500

パイナップルジュース

Apple Juice

アップルジュース

Mango Juice

マンゴージュース

.....................................................................

Cranberry Juice

クランベリージュース

............................................................

Blood Orage Juice

ブラッドオレンジジュース

.......................................................

500
550
600

.................................................

650

イタリアを代表するフルーツ、
ブラッドオレンジの爽やかな味わい。

500

............................................................

グレープフルーツジュース

Rossa Aranciata

650

Limonata

リモナータ

.................................................................

650

イタリア産のレモンを使い、爽快な果実の酸味が特徴のリモナータ。

Chinotto

キノット

...................................................................

650

シチリア地方の小さく苦い、独特な柑橘系フルーツ
「キノット」使用。

Mineral Water
Ferrarelle Non Gas

.................................................

750ml 680

..........................................................

750ml 680

..........................................................................

330ml 500

フェッラレッレ ̲ ガス無し

Ferrarelle Gas

フェッラレッレ ̲ ガス入り

Perrier

ペリエ

SPARKLING & CHAMPAGNE
MOËT & CHANDON MOËT IMPÉRIAL

モエ・エ・シャンドン モエ・アンペリアル

9,800

フランス・シャンパーニュ ̲ ピノノワール / ピノムニエ / シャルドネ
PA G NE
CH A M

新鮮な果実とミネラル、白い花のニュアンスにブリオッシュ、
シリアルなどの成熟した香りが調和。

★

フレッシュでありながらエレガントで、口当たりはしなやかで芳醇。
アペリティフからデザートまで、
どんな料理にも絶妙に調和します。

Santero Brut

サンテロ ブリュット

3,800

イタリア・ピエモンテ ̲ グレラ / シャルドネ

Monchiero Carbone Moscato d'Asti

モンキエロカルボーネ モスカート ダスティ

4,600

イタリア・ピエモンテ ̲ モスカート

Chandon Brut

シャンドン ブリュット

5,200

オーストラリア・ヴィクトリア ヤラヴァレー ̲ シャルドネ / ピノノワール

Cantina della Volta Lambrusco di Sorbara Rimosso

カンティーナ デッラ ヴォルタ ランブルスコ ディ ソルバーラ リモッソ

5,800

イタリア・エミリア = ロマーニャ ̲ ランブルスコ ディソルバーラ

Champagne Autreau de Champillon Roualet Desbordes Brut

シャンパーニュ オートレオード シャンピヨン ルアレ デボルド ブリュット

7,500

フランス・シャンパーニュ ̲ ピノムニエ / ピノノワール

ROSE

Bis Syrah Rose

ビス シラーロゼ

3,500

フランス・ラングドック ̲ シラー

Pago del Vicario Petit Verdot Rosado
パゴ デル ヴィカリオ プティヴェルド ロサード

4,400

スペイン・シウダット レアル ̲ プティヴェルド

Tasca d'Almerita Regaleali Rose

タスカ ダルメリータ レガレアリ ロゼ

4,400

イタリア・シチリア ̲ ネレッロマスカレーゼ

Generaj Vino Rosato Isola Rose

ジェネライ ヴィーノ ロザート イゾラ ロゼ
イタリア・ピエモンテ ̲ ネッビオーロ

5,000

WHITE
ITALY

Cielo e Terra Terre Allegre Trebbiano

チエロ エ テッラ テッレ アレグレトレッビアーノ

3,500

プーリア ̲トレッビアーノ

Casa di Monte Bianco Spino

カーサ ディ モンテ ビアンコスピーノ

3,600

トスカーナ ̲トレッビアーノ / マルヴァジア

Rocca delle Macie Moonlite

ロッカ デッレ マチエ ムーンライト

3,800

トスカーナ ̲ シャルドネ / ヴェルメンティーノ / ピノグリージョ

Antica Cantina Leonardi Est!Est!!Est!!!di Montefiascone

アンティーカ カンティーナ レオナルディ エスト ! エスト !! エスト !!! ディ モンテフィアスコーネ

3,800

ラツィオ ̲トレッビアーノ・トスカーナ / マルヴァジア・トスカーナ

Funaro Gatto Bianco

フナロ ガット ビアンコ

4,000

シチリア ̲ ジビッボ / カタラット

Ciu Ciu Ofiida Pecorino Merlettaie

チウチウ オッフーダ ペコリーノ メルレッタイエ

4,200

マルケ ̲ ペコリーノ

Antonutti Pinot Grigio Ramato

アントヌッティピノグリージョ ラマート

4,500

フリウリ̲ヴェネチアジューリア / ピノグリージョ

Argiolas Costamolino

アルジオラス コスタモリーノ

4,600

サルディーニャ ̲ヴェルメンティーノ

Tenuta d'Italia Eros Chardonnay Rubicone

テヌータ ディタリア エロス シャルドネ ルビコーネ

4,900

エミリア = ロマーニャ ̲ シャルドネ

I Stefanini Soave Classico Monte de Toni

イ ステファニーニ ソアーヴェ クラシコ モンテ デ トーニ

4,900

ヴェネト ̲ ガルガネーガ

Tasca d'Almerita Leone d'Almerita

タスカ ダルメリータ レオーネ ダルメリータ

5,300

シチリア ̲ カタラット / ピノビアンコ / ソーヴィニヨン

Ausonia Machaon Aburuzzo pecorino

アウソニア マカオン アブルッツォ ペコリーノ

5,900

アブルッツォ̲ ペコリーノ

Punta Crena Riviera Ligure Pigato

プンタクレーナ リヴィエーラ リーグレ ピガート

6,200

リグーリア ̲ ピガート

Malvira Langhe Bianco Tre Uve

マルヴィラ ランゲ ビアンコトレウーヴェ

6,400

ピエモンテ ̲ シャルドネ / ソーヴィニヨン / アルネイス

Hofstatter Barthenau Vigna Sant Michele Pinot Bianco

ホフスタッター バーテナウ ヴィーニャ サンミケーレ ピノビアンコ

7,100

トレンティーノ = アルト = アディジェ ̲ ピノビアンコ

Terredora Fiano di Avellino Campore

テッレドーラ フィアーノ ディ アヴェッリーノ カンポレ

7,400

カンパーニャ ̲ フィアーノ

OTHER

Quinta da Lixa Monsenhor Blanco

キンタ ダ リシャ モンセニョール ブランコ

3,500

ポルトガル・ミーニョ̲ ローレイロ

Bodegas Hidalgo La Gitana Vino Blanco

ボデガス イダルゴ ラ ヒターナ ヴィノ ブランコ

3,700

スペイン・マンサニージャ ̲ ソーヴィニヨン ブラン

Bodegas Fontana Oveha Blanco Dry Muscat

ボデガス フォンタナ オヴェハ ブランコドライ マスカット

4,200

スペイン・カスティーリャ ラ マンチャ ̲ モスカテル

Cuvee Laurence Entre Deux Mers

キュベ ローレンス アントル ドゥ メール

4,400

フランス・アントルドゥ メール ̲ ソーヴィニヨン / セミヨン

Friedrich Becker Riesling Trocken

フリードリッヒ ベッカー リースリングトロッケン

5,400

ドイツ・ファルツ ̲リースリング

Riverby Estate Chardonnay

リヴァビー エステート シャルドネ

ニュージーランド・マールボロ ̲ シャルドネ

5,900

Red
ITALY

Cantina Galasso Montepulciano d'Abruzzo

カンティーナ ガラッソ モンテプルチャーノ ダブルッツォ

3,500

アブルッツォ̲ モンテプルチャーノ ダブルッツォ

Ciu Ciu Rosso Piceno Bacchus

チウ チウ ロッソ ピチェーノ バッカス

3,500

マルケ ̲ モンテプルチャーノ / サンジョヴェーゼ

Cantina di Ruvo Castel del Monte Rosso

カンティーナ ディ ルーヴォ カステル デル モンテ ロッソ

3,500

プーリア ̲ ネーロ ディトロイア / アリアニコ

Paolo Manzone Dolcetto d'Alba
パオロ マンツォーネドルチェット ダルバ

3,800

ピエモンテ ̲ドルチェット

Funaro Gatto Nero

フナロ ガット ネロ

3,800

シチリア ̲ シラー / メルロー / ネロダーヴォラ

Tasca d'Almerita Sallier de Latour Syrah

タスカ ダルメリータ サリエ ド ラトゥール シラー

4,200

シチリア ̲ シラー

Bidoli Friuli Grave Cabernet

ビードリ フリウリ グラーヴェ カベルネ

4,200

フリウリ =ヴェネツィア = ジューリア ̲ カベルネソーヴィニヨン

Tenuta Mazzolino Terrazze Pinot Nero

テヌータ マッツォリーノ テラッツェ ピノ ネロ

4,500

ロンバルディア ̲ ピノネロ

Tenuta di Bibbiano Chianti Classico

テヌータ ディビッビアーノ キャンティ クラシコ

4,600

トスカーナ ̲ サンジョヴェーゼ / コロリーノ

Antonutti Refosco dal Peduncolo

アントヌッティレフォスコ ダル ペドゥンコロ

4,800

フリウリ=ヴェネツィア = ジューリア ̲ レフォスコ

Felline Primitivo di Manduria

フェッリーネ プリミティーヴォ ディ マンドゥリア

5,000

プーリア ̲ プリミティーヴォ

Adanti Montefalco Rosso

アダンティ モンテファルコ ロッソ

5,200

ウンブリア ̲ サンジョヴェーゼ / サグランティーノ

Cascina Ballarin Langhe Nebbiolo

カッシーナ バラリン ランゲ ネッビオーロ

5,900

ピエモンテ ̲ ネッビオーロ

Rinaldini Vigna del Picchio

リナルディーニ ヴィーニャ デル ピッキオ

6,300

エミリア = ロマーニャ ̲ アンチェロッタ

Casale del ‘700 Taurasi

カザーレ デル セッテチェント タウラージ

7,200

カンパーニャ ̲ アリアニコ

Gagliasso Mario Barolo Tre Utin

ガリアッソ マリオ バローロ トレ ウティン

8,000

ピエモンテ ̲ ネッビオーロ

Ausonia Montepulciano d'Aburuzzo Nostradamus

アウソニア モンテプルチャーノ ダブルッツォ ノストラダムス

8,300

アブルッツォ̲ モンテプルチャーノ ダブルッツォ

OTHER

Napier Winery Lion Creek Cabernet Sauvignon Shiraz

ネイピアワイナリー ライオンクリーク カベルネソーヴィニヨン・シラーズ

3,800

南アフリカ・ウェリントン ̲ カベルネソーヴィニヨン / シラーズ

Bodegas Covitoro Marques dela Villa Roble

ボデガス コヴィトロ マルケス デラ ビジャ ロブレ

4,000

スペイン・トロ ̲ ティンタ ディトロ

Terrazas Malbec

テラザス マルベック

4,600

アルゼンチン・メンドーサ ̲ マルベック

Soto del Vicario Men de Mencia

ソト デル ヴィカリオ メン デ メンシア

4,800

スペイン・ビエルソ ̲ メンシア

Newton Napa Valley Claret

ニュートン ナパヴァレー クラレット

5,300

アメリカ・ナパヴァレー ̲ メルロー / カベルネソーヴィニヨン

Ventisquero Queulat Gran Reserva Pinot Noir

ヴェンティスケーロ ケウラ グランレセルバ ピノ ノワール
チリ・マイポヴァレー ̲ ピノノワール

5,500

