
   

グラスワイン   ※ 表示金額は全て税込みです 

 
 

- スパークリングワイン - 
 
 

アントニーニ チェレーザ アンテーザ ブリュット（ヴェネト州 グレラ）                            ￥660 
豊かな香り 爽やかで丸みのある味わいをとことん引き出した辛口のスプマンテ 

 

カビッキオーリ ランブルスコ ロッソ ソルバーラセッコ（エミリアロマーニャ州 ソルバーラ主体）   ￥660 
イタリアで気軽に飲まれ 三大テノール“パバロッティ”愛飲の 果実味のふくよかなのにすがすがしい赤の微発泡 

 

- 白ワイン - 
 
 

スピアー ソーヴィニヨンブラン（南アフリカ ソーヴィニヨンブラン セミヨン）              ￥770 
フレッシュなハーブや柑橘フルーツの爽やかな香りと溌剌とした酸味 野菜や魚介料理と合うサッパリ飲める辛口 

 

モンテデルフラ クストーザ（ヴェネト州 北イタリアの多品種）                                       ￥880 
果実味溢れる複雑でアロマティックな香り 味わい深く爽やか スッキリとしたミネラル感溢れる辛口ワイン 

 

カール ファフマン ゲヴュルツトラミナー シルバーベルク（ドイツ ゲヴュルツトラミナー）          ￥990 
ゲヴュルツトラミナーの特徴のバラやライチの個性的な香りをはっきりと感じられる フルーティーでエレガントな1杯 

 

エロス シャルドネ（エミリアロマーニャ州 シャルドネ）                               ￥1,100 
完熟パイナップルやバナナを感じる豊かな果実味にバターやバニラの芳醇な香り ほんのり樽が効いた厚みある味わい 

 

 

- 赤ワイン - 
 
 

トリス ランゲロッソ（ピエモンテ州 バルベーラ ドルチェット メルロー）                              ￥990 
ラズベリーやスモモの香り 口当たり柔らかな酸味と渋み 様々な料理と相性の良いバランスの取れたミディアムボディ 

 

リリウム ロッソ ディ トスカーナ ゴヴェルノ                        ￥770 
（トスカーナ州 サンジョベーゼ メルロー カベルネソーヴィニヨン）                         

完熟したベリーの風味 一部に使用した陰干しブドウが旨味と凝縮感を感じさせる 果実味をしっかりと味わえる一杯 

 

ガーディアンピーク サミット（南アフリカ シラー ムールヴェードル グルナッシュ）                 ￥1,210 
赤や黒い果実の豊かな香りとスパイシーな風味 ソーセージやジビエ 肉料理全般と良く合う複雑でエレガントな味わい 

 

ハーン カベルネソーヴィニヨン                                       ￥1,320 
（カリフォルニア カベルネソーヴィニヨン ジンファンデル マルベック）                                                                                             

黒果実やバニラ カカオの風味 パワフルで濃厚な果実味ながら ドライな後味が赤身肉等と相性抜群なフルボディ 



   

ビール    ※ 表示金額は全て税込みです 

 

SAPPORO 黒ラベル（生ビール）                                 ￥770 
 

GUINNESS ギネス（Ireland）                                   ￥990 
 

- ビアカクテル - 

 

レッドアイ（生ビール・ クラマトトマトジュース）                                       ￥990 
 

シャンディガフ（生ビール・ ジンジャーエール）                                                        ￥880 
 

- ノンアルコールビール - 

 

Clausthaler クラウスターラー（Germany）                              ￥660 
 

ハイボール 

 

デュワーズ・ ハイボール（Scotch,Blended）                               ￥880 
 

ラフロイグ・ ハイボール（Scotch,Islay,Single Malt）                         ￥1,210 
 

余市・ ハイボール（Japanese, Single Malt）                                    ￥1,210 

  

カクテル 

- スパークリングワイン&ワイン カクテル - 

 

ベッリーニ（スパークリングワイン・ ピーチジュース）     

 

ミモザ（スパークリングワイン・ オレンジジュース）  

 

キールロワイヤル（スパークリングワイン・ カシス） 

 

スプリッツァー（白ワイン・ ソーダ・ ライム） 

 

ドライ・ オペレーター（白ワイン・ ドライジンジャエール） 

 

キティ（赤ワイン・ ジンジャエール・ レモン）          

 

CA’GINO 特製サングリア（赤ワイン・ 各種スパイス・ オレンジジュース） 

 

 

¥880〜 



   

- スタンダード・ カクテル - 

 

ジントニック（ジン・ トニック・ ライム ）      ウオッカトニック（ウオツカ・ トニック・ ライム） 

 

ブラッディシーザー（ウオッカ・ トマトジュース）  ファジーネーブル（ピーチリキュール・ オレンジジュース） 

 

カシスソーダ（カシス・ ソーダ・ レモン）       カシスオレンジ（カシス・ オレンジジュース） 

 

カンパリソーダ（カンパリ・ ソーダ・ レモン）        カンパリオレンジ（カンパリ・ オレンジジュース） 

 

リモンチェッロトニック（リモンチェッロ・ トニック） 

 

アマレットジンジャー（アマレット・ ドライジンジャエール・ レモン） 

                              

ノンアルコール・ カクテル 

 

カシス（オレンジ or ソーダ or ウーロン茶） 

 

サラトガクーラー（ドライジンジャーエール・ ライムジュース）   

 

シャーリーテンプル（ドライジンジャーエール・ ザクロシロップ） 

 

サンセットピーチ（ピーチジュース・ ウーロン茶・ ザクロシロップ） 

 

アン・ ファジーネーブル（オレンジジュース・ ピーチジュース・ ザクロシロップ） 

 

オレンジフラワークーラー（オレンジジュース・ トニックウォーター・ ザクロシロップ） 

 

ジンジャートニック（ドライジンジャーエール・ トニックウォーター・ ライム）              ￥770 
 

プレミアム・ ソフトドリンク 

 

茶匠 矢部園 鳥海山伏流水 厳選茶葉ブレンド 冷 日本茶                     ￥1,210 
味はまろやかながらすっきり感があり、コクや旨みをしっかり実感できる、国際機関で優秀味覚賞受賞の冷 日本茶 

 

クラマト・ トマトジュース                                   ¥880 
ハマグリのエキス、香辛料が入ったトマトジュース 

 

ソフトドリンク 

 

ドライ・ ジンジャーエール         トニックウォーター          ウーロン茶 

        

オレンジジュース             ピーチジュース                           ¥550 

¥880〜 



   

泡 

※ 表示金額は全て税込みです 

 

フォンタナフレッダ エソルディオ（ピエモンテ州 ピノ・ ネロ リースリング シャルドネ モスカート） ￥5,500 
繊細な泡とレモンやトロピカルフルーツの華やかな風味 ソフトでフレッシュな飲み心地で食前酒に最適 

 

フェルゲッティーナ フランチャコルタ ミッレデイ ブリュット（ロンバルディア州 シャルドネ）  ￥14,300 
個性的なピラミッドボトル 36ヶ月熟成された シャンパーニュを彷彿とさせる細やかな泡立ちと深いコク 

 

ボーモン デ クレイエール フルール ブランシュ ブラン ド ブラン ブリュット 2013           ￥19,250 
（シャンパーニュ シャルドネ） 

きめ細やかな泡立ち 花 洋梨やリンゴなどの香り 熟成感とフレッシュさが両立したまろやかで優しい味わい 

 

ボーモン デ クレイエール グラン レゼルヴ ブリュット ハーフ NV                    ￥9,350 
（シャンパーニュ ピノムニエ シャルドネ ピノノワール） 

きめ細やかな泡立ち 熟した果実感は豊潤でまろやか 柑橘のフレッシュさも感じスッキリとしたフィニッシュ  

 

ドン ペリニヨン 2008（シャンパーニュ シャルドネ ピノノワール）                                             ￥55,000 
作柄の素晴らしい年に収穫された葡萄のみを使い 絶妙なバランスで造られた芸術品とも呼べる高品質シャンパン 

 

 

白ワイン 

 
モンテ トンド ソアーヴェ ミト（ヴェネト州 ガルガネガ）                                          ¥4,180 
青葉のような爽やかな香りと豊潤な葡萄の風味が広がる フレッシュでスッキリとした辛口ワイン 

 

ストラタム ソーヴィニョンブラン（ニュージーランド ソーヴィニョンブラン）                      ￥6,050 
草原のように青々とした香り フレッシュで生き生きとしていながらも リッチで凝縮した果実味が印象的  

 

キンタ ド リッシャ ヴィーニョ ヴェルデ（ポルトガル トラジャデューラ アリント ロウレイロ）       ￥3,960 
キリっと冷やして 爽やな酸味で清涼感のあるさっぱりドライな微発砲ワイン 

 

ローランド ランゲ ビアンコ（ピエモンテ州 シャルドネ）                                           ￥6,050 

麦わらの香りや豊満なフルーツの旨味を感じさせ シャルドネのコクと冷涼な産地特有のミネラル感が共に味わえる 

 

モンテデルフラ クストーザ（ヴェネト州 北イタリアの多品種）                                      ￥5,280 

果実味溢れる複雑でアロマティックな香り 味わい深く爽やか スッキリとしたミネラル感溢れる辛口ワイン 

 

カンティーナ ボルツァーノ ピノ ビアンコ（アルト アディジェ州 ピノ ビアンコ）                  ￥5,170  

香り、味わい共にクリーン スッキリした柑橘の風味に程良い酸とミネラル感を楽しめる 当店ロングセラーの定番 

 

ジン サレント ビアンコ フィアーノ（プーリア州 フィアーノ）                               ￥5,500 
洋梨やりんごの甘美で豊潤な香りや繊細なオレンジの花の香り メリハリがあり 酸がきれいな爽やかな辛口 

 

 

 



   

 

カール ファフマン ゲヴュルツトラミナー シルバーベルク（ドイツ ゲヴュルツトラミナー）      ￥5,940 
ゲヴュルツトラミナーの特徴のバラやライチの個性的な香りをはっきりと感じられる フルーティーでエレガントな1本 

 

ケットマイヤー シャルドネ（アルト アディジェ州 シャルドネ）                                    ￥6,600  

熟した果実のような繊細でフレッシュなブーケ 味わいはドライで骨格のしっかりしたミネラル感が魅力的 

 

パナメラ シャルドネ（ナパ シャルドネ）                                           ￥6,930 
クリーミーで芳醇な風味と果実の旨味を持ち 樽香は豊かでまろやか しっかりとした満足感のある黄金色のワイン 

 

ソアーヴェ クラシコ カゼッテ フォスカリン                        ￥6,710
（ヴェネト州 ガルガネガ トレッビアーノディソアーヴェ）                             

樽熟成による円やかで凝縮感のある味わい 完熟したモモや洋ナシ、バニラの優しい風味をミネラルが引き締めている 

 

ヴェスリ グリューナーヴェルトリーナー ランゲンロイス（オーストリア）                     ￥7,370 
リンゴや柑橘のフレッシュな風味とキレのある酸味 ハーブや白胡椒のニュアンスがスパイスを使った料理とも好相性 

 

モイレンホフ デヴォンシーファー リースリング トロッケン（ドイツ リースリング）             ￥6,490 
遅摘みした高糖度のブドウを使用 酸味と甘み 豊富なミネラルのバランスを満喫出来る モーゼルリースリングの逸品 

 

スアヴィア モンテ カルボナーレ ソアーヴェ クラッシコ（ヴェネト州 ガルガネガ）                 ￥7,480 
厚みのある果実味 鮮烈なミネラルがしっかりと感じられ ドライで充実した複雑性に富んだ辛口 

 

アラン ポートレ シャヴリ ロンシャン（ブルゴーニュ シャルドネ）                                ￥9,460 
レモンコンフィの皮の香り フレッシュな酸 混じり気のないミネラル シャヴリらしい味わいをストレートに楽しめる 

 

ケラーライ トラミン ゲヴェルツトラミネール ヌッスバウマー                               ￥9,900 
（アルト・ アディジェ州 ゲヴェルツトラミネール） 

芳醇なエキゾチックフルーツの香りと滑らかで強い酸とのバランスが秀逸 非常に贅沢で特筆すべく長い余韻 

 

ヴィエ ディ ロマンス ヴィエリス ソーヴィニヨンブラン（フリウリ州 ソーヴィニヨンブラン）    ￥15,400 
凝縮感・ ミネラル感・ 酸どれもが洗練された 北イタリアの巨匠がおりなす 圧倒的なスケールのソーヴィニヨンブラン 

 

ロッケディマンゾーニ ランジェリカ ランゲ シャルドネ(ピエモンテ州 シャルドネ)       ￥19,800 

圧倒的な果実感と力強い骨格を持つ堂々としたボディ 深く円やかな味わいが口中にゆっくりと長く感じられます 

 

 

※ 表示金額は全て税込みです 



   

赤ワイン 

※ 表示金額は全て税込みです 

 

トリス ランゲロッソ（ピエモンテ州 バルベーラ ドルチェット メルロー）                             ￥5,950 
ラズベリーやスモモの香り 口当たり柔らかな酸味と渋み 様々な料理と相性の良いバランスの取れたミディアムボディ 

 

レヴァンテ メルロー（プーリア州 メルロー）                                                     ￥4,950 
プラムや赤果実の香り メルローらしくふくよかでまろやか 食事の邪魔をしない適度な濃さと温かみが後引く味わい 

 

ベルンハルト コッホ シュペートブルグンダー トロッケン（ドイツ ピノノワール）       ￥6,600 
赤い果実やスミレの香り 酸味・ 渋みのバランスが良くチャーミングで優しい味わい ミネラル感が味を引き締める 

 

メナージュ ア トロワ  ピノ ノワール （ナパ ピノノワール）                                   ￥7,700 
優美なフルボディのピノノワールは柔らかなタンニンを持ち 弾けるチェリーの風味と滑らかな後味にはまってしまう 

 

メディチエルメーテ アッソーロ フリッツアンテ ロッソ セッコ                              ￥4,730 
（エミリアロマーニャ州 ランブルスコサラミーノ） 

当店でも愛飲者が絶えない メディチ家の末裔が造る飲みやすい赤の微発泡 程良い甘さとコクで杯が進む逸品 

 

ガーディアンピーク サミット（南アフリカ シラー ムールヴェードル グルナッシュ）                  ￥6,820 
赤や黒い果実の豊かな香りとスパイシーな風味 ソーセージやジビエ 肉料理全般と良く合う複雑でエレガントな味わい 

 

リオーネ デイ ドージ サリーチェ サレンティーノ リゼルヴァ                               ￥3,960 
（プーリア州 ネグロアマーロ マルヴァジアネラ）                 

完熟した果実の厚みのある香り ボディは軽めながらドライな渋みに果実の凝縮感と温かみがあり口当たりもスムーズ 

 

パヌール カベルネ・ ソーヴィニヨン グラン・ レセルバ（チリ カベルネソーヴィニョン）            ￥4,290 
カシスやカカオを思わせる凝縮したアロマ チリならではの深く濃厚なフルボディ まろやかな果実味が堪能できる 

 

バラオンダ クリアンサ（スペイン モナストレル シラー プティヴェルド）                      ¥5,940 
スペインらしい完熟ブドウのフルボディ しっかりと樽熟成させたクラシックな作り ドライで渋味の効いた仕上がり 

 

フェウド アランチョ カントドーロ（シチリア州 ネロダーヴォラ カベルネソーヴィニヨン）           ￥4,730                       

シチリアに伝わる愛の歌の楽譜があしらわれたラベル 太陽の恵みをたっぷりとあびた果実味のミディアムボディ 

 

イル バレンティアーノ ロッソ ディ モンタルチーノ（トスカーナ州 サンジョヴェーゼ）          ￥7,480 
伸びやかな酸と大樽熟成の美しい風味がステーキを より贅沢に より魅力的にお楽しみいただけます 

 

ハーン カベルネソーヴィニヨン                                          ￥7,920 
（カリフォルニア カベルネソーヴィニヨン ジンファンデル マルベック）                                                                                             

黒果実やバニラ カカオの風味 パワフルで濃厚な果実味ながら ドライな後味が赤身肉等と相性抜群なフルボディ 

 

デイ レナルド JUST ME（フリウリ州 メルロー）                                                  ￥9,350 
陰干しブドウのリッチで深みのある果実味 まろやかでシルキーなタンニンとバニラの風味 凝縮感のあるメルロー 

 

 



   

 

クーパー マウンテン ヴィンヤーズ ピノ ノワール（オレゴン ピノノワール）                      ￥9,350 
ブルーベリーやスグリ スミレの香りを持ち ソフトなタンニンとスパイシーでナチュラルな味わいが特徴 

 

ラーヴァ タウラージ 2012（カンパーニャ州 アリアニコ）                                        ￥11,550 
凝縮した赤系果実とほんのりヴァニラを思わせる複雑で濃厚な風味 力強く滑らかなタンニン ドライなフィニッシュ  

 

ファルネーゼ エディツィオーネ チンクエ アウトークトニ                                      ￥13,200 
（アブルッツォ州 モンテプルチャーノ プリミティーヴォ サンジョヴェーゼ ネグロアマーロ） 

力強く エレガント ゆっくり広がる味わいは凝縮感に満ち溢れ 完熟ブドウの甘みと旨味が魅惑的な余韻へとつながる 

 

シャトー ラネッサン 2014（ボルドー カベルネソーヴィニヨン メルロー プティヴェルド ）         ￥12,100 
 格付シャトーに匹敵するクオリティ 黒果実と樽感をしっかりと感じられる 端正でエレガントなボルドーらしい一本 

 

レ クーポレ ディ トリノーロ 2020                                  ￥15,400 
（トスカーナ州 カベルネフラン メルロー カベルネソーヴィニョン プティヴェルド）                         

凝縮感のある豊かな果実感と繊細なタッチで広がるタンニン ドライで重すぎない洗練されたスタイル 

 

ファルキーニ カンポラ 2014（トスカーナ州 カベルネソーヴィニヨン メルロー）                   ￥16,500 
熟したベリーやバニラ、プルーンの豊かな香りと複雑で厚みのある味わいが滑らかに調和した逸品 ステーキと一緒に 

 

ベリンジャー ヴィンヤーズ ナイツ ヴァレー カベルネソーヴィニヨン 2016                   ￥13,200 
（ナパ カベルネソーヴィニョン）                          

ブラックチェリー カシスやミントの風味にフランス産オーク樽の香りが加わり 絶妙な芳醇さを醸し出す 

 

マッソリーノ バローロ 2013（ピエモンテ州 ネッビオーロ）                       ￥17,600 
スパイスや濃厚な果実からのインパクト 甘草や華やかなアロマが優しく囁く モダンバローロを代表する一本 

 

シャトー・ レキュイエ 2017（ボルドー メルロー カベルネフラン）                   ￥17,600 
恵まれたテロワールから生み出されるエレガントなタンニンと力強さのバランス ボルドー最高のワインの一つ 

 

セコイアグロウブ カベルネソーヴィニヨン（ナパ カベルネソーヴィニヨン）                ￥20,900 

カシスやプルーンのジューシーなアロマと果実味 ほのかになめし皮と黒胡椒が香る ナパの濃厚でリッチな逸品 

 

マルシャン・ グリオ ジュヴレ・ シャンベルタン アン・ ソンジュ 2017                       ￥18,700 
（ブルゴーニュ ピノノワール） 

力強さと優しさを兼ね備え エレガントで華やかな香りと旨味を伴った長い余韻 これぞブルゴーニュのピノノワール 

 

ブライダ ブリッコ デル ウッチェローネ バルベラ ダスティ 2009（ピエモンテ州 バルベラ）     ￥22,000 
木樽熟成によって生まれる特徴がブドウと完璧に融合した 非常に柔らかで且つしっかりとしたボディ 

 

フォントディ フラッチャネッロ・ デッラ・ ピエーヴェ 2014（トスカーナ州 サンジョヴェーゼ）    ￥38,500  

濃いベリー系果実、ドライフルーツ、珈琲の香り 高貴でシルキーながらキリっとした酸とタンニン 

全ての要素がバランス良くエレガントにまとまったサンジョベーゼの神髄 

 

オーパス ワン 2015                                  ￥99,000 
（ナパ メルロー プティヴェルド カベルネフラン マルベック カベルネソーヴィニヨン）      

言わずと知れたカリフォルニアの最高級ワイン 熟した果実の味わいは深く濃厚 複雑に絡み合う風味に酔いしれる 

 

※ 表示金額は全て税込みです 



   

 

         日本酒  焼酎  ※ 表示金額は全て税込みです                 

 

日本酒      ￥880〜   麦焼酎      ￥770〜    芋焼酎     ￥770〜 
 

 
 

食後酒    

 

アマーロ ノニーノ                                    ￥1,100 
十数種類の薬草をアルコールに漬け込み作られる イタリアではポピュラーな食後酒 柑橘も香るエレガントな逸品 

 

フェルネット ブランカ                                  ￥660 
世界一苦いと評される事もある薬草酒 濾過した後オーク樽で一年熟成されるイタリア産苦味酒 

 

リモンチェッロ                                      ￥880 
レモンのフレッシュさを閉じ込めた伝統的なリキュール 

 

アマレット ディサロンノ                                 ￥770 
甘くてほろ苦いアーモンドに似た香りを持つリキュール 

 

カーサ マルテレッティ ヴェルモット クラッシコ                      ￥770
モスカート種とブランデーをベースにハーブやスパイスを漬け込んで造られた特別レシピのヴェルモット 

甘口で香り豊かな逸品 

 

グラッパ ナルディーニ                                  ￥770 
ピノ トカイ カベルネを主に使用 3 年間オーク樽で熟成 

 

グラッパ ディ ランブルスコ                                ￥1,320 
少し珍しいグラッパ シェリー樽で熟成 香りもフルーティーに作られています 

 

ラフロイグ 10 年                                    ￥1,100 
1 度で覚える強烈なピートの香り際立つ アイラモルトの王者 

 

ブラー グランソラージュ カルバドス                            ￥1,100 
2～5年熟成のフレッシュな原酒由来のリンゴを連想させるフルーティな香り オーク樽での熟成香とのバランスの取

れた味わい そのままでも ロックでも たまにはトニックウォーター割もお勧めです 

 

ヴィンサント キャンティ クラッシコ                            ￥1,100 
「聖なるワイン」と呼ばれるトスカーナ伝統のデザートワイン 輝く琥珀色、香ばしいナッツの香り 

 

ノブレス デュ タン ジュランソン                              ￥1,600 
霜が降りる12月まで摘み取り時期を遅らせて作られる、「貴族の時間」という名に相応しい甘口の逸品 

 

アピアナーエ                                       ￥1,320 
「アピ」＝蜂  蜂蜜 メロン アプリコットの香り 糖度が高すぎない程よい甘さのデザートワイン 


