
飲酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、
胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。

お酒は楽しく適量を。飲酒運転は法律で禁止されています。

フレッシュオレンジジュース
Fresh Orange Juice

¥600

レモンジンジャー サワー
Lemon Ginger Sour

¥550

フレッシュ ハーブ スプリッツァ－　
Fresh Herbs Spritzer

¥800

ヴァージン ミモザ
Virgin Mimosa

¥800

ペリエ
Perrier

¥550

ミネラル ウォーター　
Mineral Water

¥300

シャンドンとは

※価格は全て税込みです

※ボトル注文のみ

”Perfect Serve”
" パーフェクト サーブ "

シャンドン ガーデン スプリッツ

¥1,200

(Orange & Rosemary topping)

(オレンジ ＆ ローズマリー )

¥6,000

DRINK
MENU

シャンドンは世界最大の生産量を誇るスパークリングワイ
ンブランドです。1959年の創業以来、シャンドンは選び抜
かれた4大陸6か国の土壌にワイナリーを開拓し、フランス
から受け継がれた伝統的製法で、上質で繊細な味わいを造
り続けています。しきたりや慣習を超えて、様 な々国や文化
の特長を織り交ぜていくフロンティア精神を表現し、2021
年よりスタイリッシュなデザインに生まれ変わりました。

¥1,200
"Tropical Spice Garden" (Pineapple & Japanese Pepper topping)

"トロピカル スパイス ガーデン "
（パイナップル ＆ 山椒） ¥1,200

"Garden Breeze" (Grapefruit Peel & Basil topping)

" ガーデン ブリーズ "
（グレープフルーツピール ＆ バジル）

お好みのハーブをミックスして、
様々な香りをお楽しみください。

¥2,200Fresh Herbs Set
フレッシュハーブセット

氷×オレンジ×ローズマリー×
ミント×バジル×タイム
Ice , Orange , Rosemary , Mint , Basil , Thyme

オーガニックのフローズンフルーツと
ミントをご用意。

¥2,200Fruit Punch Set 
フルーツポンチセット

氷×ストロベリー×ブルーベリー×
ラズベリー ×ミント×レモン
Ice , Strawberry , Blueberry , 
Raspberry , Mint , Lemon

1

1

2

2

シャンドン ガーデン スプリッツ

ヨーロッパで高い人気を誇る定番カクテル「スプリッツ」の世界
に「自然」を取り入れたユニークなスパークリングワインです。

「シャンドン ロゼ」に、世界最高級のテロワールから厳選された 
ネーブルオレンジやブラッドオレンジの果皮を乾燥させ、ハー
ブやスパイスとともに 浸漬させる独自のレシピでつくられた「ビ
ターズ」がブレンドされています。スパイシーな香りとともに、オ
レンジの豊かな味わいを楽しむことができ、オレンジの酸味・
フレッシュ感とともに後味をスッキリとまとめる繊細な苦みのバ
ランスが新しく、 特長的です。「シャンドン ガーデン スプリッ
ツ」が新たにお届けする爽やかに心躍る、最高品質のスプリッ
ツの世界をお楽しみください。

¥1,100

¥5,000

Chandon Brut
シャンドン ブリュット

グラス
Glass

ボトル
Bottle

¥ 1,300

¥7,000

Chandon Rosé
シャンドン ロゼ

グラス
Glass

ボトル
Bottle

グラス
Glass

ボトル
Bottle

Fresh Orange Mimosa
フレッシュオレンジ ミモザ

¥1,300Chandon Mojito
シャンドン モヒート

コールドプレスし絞り出したフレッシュかつ
栄養価の高いオレンジジュースとシャンドン 
ブリュットを使ったシンプルカクテル。

シャルドネとピノ ノワールの美しい
ブレンドによるフレッシュシトラスの
様なピュアな果実味が爽快です。

イチゴやざくろ、チェリーを思わせる
チャーミングなアロマと爽快なフィニッ
シュに、フレッシュでエレガントな風味が
重なり、伸びやかな酸味のあるロゼです。

たっぷりミントの爽快感とシャン
ドン ブリュットのマリアージュが
楽しめるカクテル。

¥1,100

「UN MONDE DE POSSIBILITÉS 新しい世界へ」



¥4,500

Appetizer Assortment (Caprese of Navel Orange and Colorful Tomatoes , Prosciutto , Olives)

アペタイザーアソート
（ネーブルオレンジと彩りトマトのカプレーゼ・生ハム・オリーブ）

Garden Party Set　　
ガーデンパーティーセット

Slow Summer Set
スローサマーセット

Garden Green Wrap of BBCpork  with Two Source (Tom Yum , Herbs & Nuts)

BBCポークのガーデングリーンラップ
～ 2種のソース（トムヤム・ハーブ＆ナッツ）～

マンゴーとクルミのチーズテリーヌ
Cheese Terrine of Mango and Walnut

¥900

ハーブとアンチョビのフライドポテト
French Fries of  Herbs and Anchovies

¥900

デュカスパイスピクルス
Pickles with  Dukkah Spices

¥750

生ハムとオリーブの盛り合わせ
Assorted Prosciutto and Olives

¥ 1,000

¥10,500
※上記にシャンドン ガーデン スプリッツ ボトルが1本付いたセット。

¥750
Chocolat Orange Waffle Cup Ice Cream

ショコラオレンジの
ワッフルカップアイス ¥650

Orange Cocktail Jelly

オレンジの
カクテルゼリー ※ノンアルコール

ヘルシーな豆腐干麺と野菜をたっぷり使用し、低糖質、
高タンパクにこだわったケトジェニックなメニュー。

¥1,500
Oriental Style Tofu-Kan Soupless Noodles　　
オリエンタル 豆腐干 和え麺

自家製のママレードとスパイスで漬け込んだチキンを台湾蒸し
パンの割包（カーポー）でサンド。

¥700
Gua Bao Sandwich of Marmalade Chicken and Coriander　

ママレードチキンとパクチーの
割包（カーポー）

たっぷりの緑野菜とローストポークを包んで食べるガーデングリーンラップを
メインに、シャンドン ガーデン スプリッツとの相性抜群のアペタイザーをセッ
トにしました。

¥1,250
Vegetable Frit Mist with Soy Milk Tartar Sauce

ベジタブルフリットミスト
豆乳タルタルソース

Garden Green Wrap of  BBCpork 
with Two Source (Tom Yum , Herbs & Nuts)

BBCポークのガーデングリーンラップ
～ 2種のソース（トムヤム・ハーブ＆ナッツ）～ ¥2,800

FOOD
MENU

¥1,200
Chandon Shaved Ice (Mango or Strawberry）

 マンゴー / ストロベリー
シャンドン シェイブアイス

※価格は全て税込みです

※アルコール入り

各

※ノンアルコールもございます。

MCTオイル（中鎖脂肪酸油）を使用したオレンジとトマト、
モッツァレラチーズのカプレーゼ。

¥900
Caprese of Navel Orange and Colorful Tomatoes

ネーブルオレンジと彩りトマトの
カプレーゼ


