
☆☆☆verre de vin☆☆☆ 

グラスワイン 

★★champagne★★ 

★champagne William de Montez  brut　　　1,380 yen 

　シャンパン ウィリアム ドゥ モンツェ 
（シャンパーニュ/ピノ・ノワール40％、ピノ・ムニエ60％） 
1989年に確かな品質は早くから海外で高く評価されているた 

ディディエ・ショパンによって設立された。 
　　　　２つのブドウからもたらされる、なめらかでフレッシュな風味、熟したリンゴの 
甘い香りやトーストのような独特の香りと膨よかな味わいが楽しめるシャンパーニュです。 

★★champagne cocktail★★ 

★”MIMOSA"champagne cocktail　　　　　　1,260 yen 

フランス産マンダリンオレンジのシャンパンカクテル 

★★vin blanc★ 白ワイン★★ 

★AvesDelSur Cabernt Sauvignon 15”　 800yen 

デル・スール　シャルドネ”（チリ/シャルドネ100） 
アプリコットや、新鮮パッションフルーツ、オレンジの花のニュアンスのアロマ。　 

（Rose）★RACINE Cotes de Provaence 16”　 880 yen 

ラシーヌ　コート・ド・プロヴァンス16“ 
（プロヴァンス/サンソ―50,グルナッシュ30,シラー10） 
フローラルでフルーティな香り。柔らかで心地よい香り。 

　 

★★vin rouge★赤ワイン★★ 
★AvesDelSur Cabernt Sauvignon 15”　 800yen 

デル・スール　カベルネ・ソーヴィニヨン” 
（チリ/カベルネソーヴィニヨン100） 

ブラックチェリーや、ベリーの果実味がモカを思わせるアロマが広まります。　 
★Marques de Riscal Tinto Reserva 12”　 960yen 

マルケス･デ･リスカル･ティント･レゼルヴァ” 
（スペイン/テンプラリーニョ100） 

ダリの愛したワインとしても有名。スパイシーでタンニンと果実味のバランスが絶妙。　 

★CLAVESANA OLO BAROLO D.O.C.G. 11”   1,400 yen    

クラヴェサーナ オーロ・バローロ D.O.C.G. 11 “ 
（イタリア/ネッビオーロ100）　　 

「ワインの王様」とも言われるバローロ。熟したチェリーやスミレのようなアロマ。



ブラッセリ―・デュ・ペイ・フラマン 
伝統と革新の融合・・・ 

フランス・クラフトビールのアール・ヌーヴォー 
ブランド名の「ANOSTEKE」とは、彼らの古い方言で 
「次に向かって」という意味で、ルーツへの深い敬意が 
込められており、伝統的なビアスタイルを踏襲しつつ、 

よりアロマを際立たせたビール造りを行う、 
世界にはばたく「ビエール・ド・ギャルド」です。 

ANOSTEKE Blonde      
　　　　 アノステーケ　ブロンド　1,180yen

ANOSTEKE India Pale Ale 
                アノステーケ・ＩＰＡ　1,180yen   

Brasseries Kronenbourg 
  ブラッセリ―・クローネンブルグ　ブラン　 1,000yen

ANOSTEKE Imperial Stout 
アノステーケ・インペリアルスタウト　1,180yen

アルコール度数は高め、味わい濃厚なスタウトです。 
ローストモルト由来のチョコレートやコーヒーのアロマが印象的で、 
フレーバーもモルトの味わいが濃厚な、余韻の長いタイプになります。 
製造後に貯蔵されるビールのため、口当たりもまろやかです。 

爽かな柑橘系のアメリカンホップの香りが感じられる、アメリカンIPA。 
香りの華やかさ、はっきりと感じられる強い苦味はあるものの、 
どこかエレガントで上品な印象。イーストも彼ららしい、 
香りと味わいを生かした造りになっております。 

クローネンブルグ は、1664年ゲロニムス・ハットにより 
ハット・ブルワリー としてストラスブールに設立され、 
今では言わずと知れたフランスNo1のブルワリー。 
ほのかに甘い柑橘系の風味で飲みやすく、 
特に女性に大人気のホワイトビール。

色は黄金色。ホップは適度な苦みと同時に、花やフルーツ、 
柑橘系のアロマをもたらします。モルトのフレーバーが 
非常にバランスよく、アルコール感を感じさせない 
口当たりの良さが特徴です。

France beer



　Citron Sour 
　　　　シトロンサワー　　　       860yen 

        レモンリキュールにコアントローをアクセントにした                      
         Rotisserie Blueオリジナルレモンサワー 

R・Blue Sour  
R・ブルーサワー　　　 860 yen 

Rotisserie Blueオリジナルの 
爽やかな蒼色のオリジナルカクテル

Gin and Tonicジントニック　　　　　　           860 yen 
Gin Buckジンバック  　　　　　　　　    860 yen 
Moscow Muleモスコミュール　　　　　　860 yen 
Screw driverマンダリンスクリュードライバー  980 yen 
Shandy Gaffシャンディガフ　　　           860 yen 
Red Eyeレッドアイ　　　　　　　           860 yen 
Cassis orange カシスマンダリンオレンジ      980 yen 
Campari sodaカンパリソーダ                    860 yen 
Peach grapefruitピーチグレープフルーツ     860 yen

originalCocktail

BasicCocktail



SAKURA ハイボール      680yen 

Whisky and soda with SAKURA  

Le Printemps   春のメニュー

SAKURA  
スパークリング 
カクテル    880yen 

SAKURA Sparkling Cocktail 



Sapporo draft beer              680yen 
サッポロ黒ラベル樽生ビール 
Yebisu Kohaku draft beer    780yen 
琥珀ヱビス樽生ビール        

Yebisu beer bottle           730yen 
ヱビスビール　ボトル（334ml）　 

Non alcohol beer             650yen 
プレミアムアルコールフリー（334ml）Alc.0% 

Wisky

Dewar's White Label(Sco)  800yen 
デュワーズホワイトラベル（スコッチ）    

MACALLAN 12y(Sco)           1,200yen 
マッカラン12y　（スコッチ） 
     

JAMESON (Ara)                    860yen 
ジェムソン（アイリッシュ）　  　 

CANADIAN CLUB (Can)            900yen 
カナディアンクラブ（カナディアン） 
　　　  　　 
Makers Mark(Usa)                    800yen 
メーカーズマーク（バーボン）　　　 

YAMAZAKI 12y (Jpn)              1,150yen 
山崎12y（ジャパニーズ） 

Beer



BOISSON 
お飲物（Alc.0%） 

★★”アラン・ミリア”  フランス産高級ジュースシリーズ★★ 
　世界の高級ホテル・レストランで愛用される至高の逸品！ 

フルーツ栽培に関する深い知識と経験を活かし、厳選した果実でつくり上げた 
「アラン・ミリアの」ジュースとネクターは、 

　　フランスの4ツ星、5ツ星ホテルの約半数の高級レストランで 
採用されているほか、世界中の美食家に愛されています。 

　Mandarin Orengeフランス産マンダリンオレンジジュース 880 yen 

　　マンダリン100％で造られたオレンジジュース。果実の甘みと仄かな苦みが心地良く、　　　　 
　　その爽快感溢れる味わいに気分もリフレッシュされます。 

　Pomme フランス産林檎ジュース　　　　　　　　　　　　　　　　  880 yen 

　　甘さと酸味のバランスが秀逸なコックスオレンジ種のリンゴを使用。 
　　芳醇な口当たりが魅力です。 

　Pear フランス産洋梨ジュース　　　　　　　　　　　　　 　　　　　880 yen 

　　洋ナシの最高品と言われるウィリアム種を使ったネクター。 
　　口に含んだ瞬間に広がる品のある果実の香りと豊かな味わいが心地よく、 
　　思わずうっとりとさせられる濃厚な仕上がりとなっています。 

　Peach フランス産葡萄畑のピーチジュース　　　　　　　　　　 　  880yen 

　　桃の繊細な果皮がブドウのカビを感知するため、古くからブドウ畑に植えられていた 
　　ことから、「葡萄畑のピーチ」と名付けられたそう。 
　　濃厚なアロマと、桃らしいコクのある深い味わいが特徴的なネクターです。 

　Passion fruit フランス産パッションフルーツジュース　　880 yen 

　　紫色種のパッションフルーツを使用。エキゾティックな香りの中に清涼感、 
　　シャープさがあり、後味の酸味が心地よいのが特徴です。 

　blue berry  フランス産ブルーベリージュース　　　　　　  880 yen 

　　ワイルドブルーベリーを丸ごとすりつぶしネクターにしました。 
　　ブルーベリーを口いっぱいに頬張ったようなおいしさです。 

　 



★☆★フランス産ミネラルウォーター★☆★ 

  OREZZA(Gas Water) ガスウォーター(500ml)              680yen 

  Evian(Still Water) スティルウォーター(750ml)          700yen

　Coca Cola コカコーラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600yen 

   ginger ale ジンジャーエール　　　　　　　　　　　　　　　　   600yen 

　Oolong Tea 黒烏龍茶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600yen 

　　

Grape Sparklingフランス産白葡萄のスパークリング　860yen 

　　プロヴァンス地方産ユニブラン種などのブドウを使用した、白ブドウジュースです。 
　　華やかな香りと、酸味と甘みのバランスが取れた、すっきりとした味わいが特徴です。 
　　完熟ブドウ100％の無添加ストレート果汁のジュース。 

☆☆☆ boisson chaud ☆☆☆ 

温かいお飲物 
Organic　Coffeeオーガニックコーヒー            　　  660yen 

Espressoエスプレッソ　　　　　                              660yen 

Caffè Latteカフェラテ　　　　　　                          700yen 

Earl Grey Teaアールグレイティー　　　            　　 600yen 

 chamomile Teaカモミールティー　　　               　　 600yen 

★★TEAPIGS ティーピッグス★★ 
　ROTISSERIE★BLUEのハーブティーはTEAPIGS社の商品です。 

ティーピッグス社は、ニックとルイーズによって、2006年11月イギリスにて創業。 
　厳選に厳選を重ねた品質の茶葉のみを使用し、品質において決して妥協しない、 
「no airs. no graces. just fine tea.（＝上品ぶらない。気取らない。本物のお茶）」を 

製品作りのスピリットになっています。

BOISSON 
お飲物（Alc.0%） 


