CARTA DI BEVANDE
DI EATALY

COCKTAIL ITALIANO
イタリアン カクテル
CANELLA / BELLINI
カネッラ / ベリーニ

¥750（税込）

LIMONCELLO
リモンチェッロ ストレート

¥640（税込）

¥750（税込）

LIMONCELLO ON THE ROCKS
リモンチェッロ ロック

¥640（税込）

LIMONCELLO SODA
リモンチェッロ ソーダ

¥640（税込）

AMARETTO ORANGE
アマレット オレンジ

¥830（税込）

プロセッコに自社畑産を中心としたマリア・ビアンカ種の白桃を贅沢に使ったカクテル。

CANELLA / BLOOD ORANGE MIMOSA
カネッラ / ブラッドオレンジ・ミモザ
プロセッコに「サングイネッロ」「タロッコ」「モーロ」の 3 種の完熟した
ブラッドオレンジの果汁を 44 パーセント加えたフレッシュな味わいのカクテル。

CANELLA / ROSSINI CANDONGA
カネッラ / ロッシーニ・カンドンガ

¥750（税込）

イタリアのバジリカータ州産の最高級イチゴ、カンドンガ種を使い、
イチゴの甘さとカンドンガ種のとろりとした食感を楽しめるカクテル。

CAMPARI SODA
カンパリ ソーダ

¥640（税込）

CAMPARI SPRIZ
カンパリ スプリッツ

¥640（税込）

CAMPARI ORANGE
カンパリ オレンジ

※搾りたてオレンジ果汁使用

APEROL SODA
アペロール ソーダ

¥640（税込）

¥830（税込）

APEROL SPRITZ
アペロール スプリッツ

¥640（税込）

¥830（税込）

APEROL ORANGE
アペロール オレンジ

¥830（税込）

※搾りたてオレンジ果汁使用

SPUMONI
スプモーニ

※搾りたてオレンジ果汁使用

※搾りたてグレープフルーツ果汁使用

COCKTAIL ANALCOLICHI / ノンアルコール・カクテル
SPRIZ ANALCOLICO
ノンアルコール スプリッツ

MIMOSA ANALCOLICO
ノンアルコール ミモザ

¥680（税込）

¥680（税込）

BIRRA
ビール

BIRRA ALLA SPINA /
MORETTI
モレッティ 300ml

イタリアン ドラフト ビ ー ル
PERONI
ペローニ

¥860（税込）

プレミアム・ラガーならではのしっかりとした骨格で、飲み口はライトな口当たり

300ml

¥920（税込）

絶妙にバランスのとれた苦味と柑橘系のスパイシーな香り、さっぱりと爽やかな飲み心地。

BIRRA IN BOTTIGLIA /

イタリアン ボトル ビ ー ル

BARADIN / ISA AC
バラデン / イザック

¥1,410（税込）

BARADIN / SUPER BITTER
バラデン / スーパービター

¥1,410（税込）

BARADIN / NAZIONALE
バラデン / ナチオナーレ

¥1,410（税込）

BARADIN / OPEN ROCK'NROLL
バラデン / オープンロックンロール

¥1,410（税込）

オレンジピール、コリアンダーのさわやかな香りと味わいのホワイトビール。

バナナやアーモンドを連想させる甘美な香り。甘みとホップの力強い苦味のバランスがよいビール。

イタリアンスパイスの優しいハーモニーとソフトな口当たりがとても心地よいビール。

ホップの強い苦味が特徴で、複数のペッパーのスパイシーさが弾けるような味わい。

LE BOLLICINE
スパークリングワイン
州

品種

グラス

ボトル

ヴェネト州

グレーラ

¥880（税込）

¥5,390（税込）

シャルドネ

¥880（税込）

¥5,280（税込）

¥1,320（税込）

¥7,480（税込）

SELAFINI & VIDOTTTO / セラフィニ＆ヴィドット

BOLLICINA PROSECCO
ボッリチーナ プロセッコ
りんご、洋梨、メロンのような甘い香り。やわらかな果実味と爽やかな酸が調和した辛口のスパークリングワイン。

SELAFINI & VIDOTTTO / セラフィニ＆ヴィドット

BOLLICINA ROSÉ
ボッリチーナ ロゼ

ヴェネト州

ピノ・ネロ

淡いサーモンピンクで甘い果実やローズヒップの香り。飲み口はさわやかでベリー系の後味が感じられる辛口のスパークリングワイン。

CA' DEL BOSCO / カ・デル・ボスコ

FRANCIACORTA BRUT CUVÉE PRESTIGE
フランチャコルタ・ブリュット・キュヴェ・プレステージ

シャルドネ
ピノビアンコ

ロンバルディア州

ピノネロ

自社畑の厳選されたブドウだけを使用。崇高な透明感、心地よいフレッシュ感と酸味が感じられるスパークリングワイン。

MONTE ROSSA / モンテ・ロッサ

SANSEVÉ FRANCIACORTA SATÈN BRUT
サンセヴェ・ フランチャコルタ・サテン・ブリュット

ロンバルディア州

-

シャルドネ

¥8,305（税込）

白ブドウのみを使用した “サテン”（光沢のあるシルクの布）と呼ばれるタイプのフランチャコルタは、その名の通りエレガントな味わい。

IL ROSATO
ロゼ
州

品種

グラス

ボトル

DONNAFUGATA / ドンナフガータ

LUMERA
ルメーラ

シチリア州

-

ネロダヴォラ
シラー、ピノネロ

ザクロ、赤すぐり、野イチゴの香り。きりっとした酸味があり、フローラルでフルーティーな味わい。

¥5,632（税込）

GRAPPA
グラッパ
※食後酒

グラス

ボトル

COL D'ORCIA / コル・ドルチャ

GRAPPA DI BRUNELLO
グラッパ・ディ・ブルネッロ

¥1,010（税込）

¥9,900（税込）

ソフトプレスされたヴィナッチェ（ブドウの搾りカス）を 48 時間以内にピエモンテ州のベルタ社で蒸留。ブルネッロ生産者の中でも最大手の一つであるコル・ドルチャ社のグラッパ。

I BIANCHI
白ワイン
PRÀ / プラ

州

SOAVE CLASSICO OTTO
ソアーヴェ・クラッシコ・オット

品種

グラス

ボトル

ヴェネト州

ガルガーネガ

¥860（税込）

¥5,060（税込）

ピエモンテ州

コルテーゼ

¥880（税込）

¥5,192（税込）

ピエモンテ州

シャルドネ

¥900（税込）

¥5,345（税込）

カンパニア州

ファランギーナ

-

¥4,840（税込）

-

¥4,840（税込）

-

¥4,884（税込）

レモン色、香りはフローラル、新鮮でみずみずしい果実を連想させる。果実味がしっかりしていてクリアなミネラルも兼ね備える。

FONTANAFREDDA / フォンタナフレッダ

GAVI DEL COMUNE DI GAVI
ガヴィ・デル・コムーネ・ディ・ガヴィ
生産地区限定シリーズ。青りんご、レモンのようなフレッシュな香り。魚介料理、アンティパスト全般に。

FONTANAFREDDA / フォンタナフレッダ

LANGHE CHARDONNAY AMPELIO
アンペリオ・ランゲ・シャルドネ
シャルドネを小樽熟成で仕上げた白ワイン。フルーティさのなかにバニラやハチミツの香りが感じられる。

FEUDI DI SANGREGORIO / フェウディ・ディ・サングレゴリオ

LACRYMA CHRISTI BIANCO
ラクリマ・クリスティ・ビアンコ

コーダ・ディ・ヴォルペ

ハチミツ、花、洋梨、スパイス香が感じられる。こくのある濃縮した風味があり余韻も長い。

DUCA DI SALAPARUTA / ドゥーカ・ディ・サラパルータ

KADOS SICILIA BIANCO
“カドス” シチリア・ビアンコ

シチリア州

グリッロ

グリッロ種から造られるワイン。花のような複雑な香りに、しっかりとした構成を持つフレッシュでなめらかな味わい。

LE VIGNE DI ZAMÒ / レ・ヴィーニェ・ディ・ザモ

ピノ・グリージオ、

ZAMÒ BIANCO
ザモ・ビアンコ

フリウラーノ、

フリウリ＝ヴェネツィア

リボッラ・ジャッラ、

・ジューリア州

深い麦わら色と香ばしいパン、リンゴやニワトコの花の香りが感じられ、控えめな酸とフレッシュな飲み心地が特徴のワイン。

ソーヴィニョン、
リースリング

LVNAE / ルナエ

ETICHETTA GRIGIA COLLI DI LUNI VERMENTINO
エチケッタ・グリージャ・コッリ・ディ・ルーニ ヴェルメンティーノ

リグーリア州

ヴェルメンティーノ

-

¥5,049（税込）

マルケ州

ヴェルディッキオ

-

¥5,940（税込）

フリウリ＝ヴェネツィア

フリウラーノ

-

¥7,590（税込）

シャルドネ

-

¥9,020（税込）

濃厚でエレガントなブーケ。花やフレッシュフルーツを思わせるフレッシュで調和のとれた味わい。

VILLA BUCCI / ヴィッラ・ブッチ

VERDICCHIO CLASSICO DEI CASTELLI DI JESI
ヴェルディッキオ・クラッシコ・デイ・カステッリ・ディ・イエージ
ヴェルディッキオ種 100％で造られるワイン。柔らかく、しっかりした構成のある味わいが特徴です。

LIVIO FELLUGA / リヴィオ・フェッルーガ

FRIULANO
フリウラーノ
品種に由来するトロピカルフルーツ、リンゴやアーモンドの香りと、洋ナシや熟したアプリコットにも似た味わいが感じられます。

・ジューリア州

PLANETA / プラネタ

CHARDONNAY
シャルドネ

シチリア州

リッチで濃厚な果実感、ピーチやメロン、
ヴァニラの香り。オーク樽に由来する香りがあり、味わいは柔らかく丸みが感じられる。

I ROSSI
赤ワイン
FONTANAFREDDA / フォンタナフレッダ

州

LANGHE NEBBIOLO
ランゲ・ネッビオーロ

品種

ピエモンテ州

ネッビオーロ

シチリア州

カベルネ・ソーヴィニョン、

グラス

ボトル

¥830（税込）

¥4,939（税込）

¥960（税込）

¥5,632（税込）

¥1,020（税込）

¥6,380（税込）

完熟したプラムやスミレ、シナモンやクローブ、コーヒーが感じられます。しなやかなタンニンと調和のとれた酸味が特徴。

DONNAFUGATA / ドンナフガータ

SEDARA
セダーラ
シチリア定番のミディアムの赤。赤いフルーツ、タバコやスパイスの香りと複雑な味わいが特徴。

ネロダヴォラ、
メルロー、シラー

QUERCIABELLA / クエルチャベッラ

CHIANTI CLASSICO
キャンティ・クラッシコ

トスカーナ州

サンジョベーゼ、
カベルネ・ソーヴィニョン

豊かな果実香にヘーゼルナッツやリコリスの香りが感じられる。滑らかでソフトな舌触り、調和のとれた辛口のフルボディ。

SELLA &MOSCA / セッラ＆モスカ

CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA
カンノナウ・ディ・サルデーニャ・リゼルヴァ

サルデーニャ州

カンノナウ

-

¥4,818（税込）

バルベーラ、ピノ・ネロ、

-

¥5,610（税込）

-

¥6,712（税込）

木樽で 2 年間熟成。ブルーベリーやブラックベリーを思わせる、華やかで果実感あふれる赤ワイン。

BRAIDA / ブライダ

IL BACIALÉ
イル・バチャレ

ピエモンテ州

カベルネ、メルロー

輝く濃いルビー色。ベリー系の香りが特徴的な華やかな香り。エレガントで複雑。

GRATTAMACCO / グラッタマッコ

BOLGHERI ROSSO
ボルゲリ・ロッソ

カベルネ･ソーヴィニョン、
トスカーナ州

カベルネ･フラン、メルロー、
サンジョヴェーゼ

生き生きとしていて、フルボディでタンニンのバランスが良いワイン。複雑なアロマと穏やかなフィニッシュが特徴。

FONTANAFREDDA / フォンタナフレッダ

BAROLO SELLALUNGA D'ALBA
バローロ・セッラルンガダルバ

ピエモンテ州

ネッビオーロ

-

¥9,669（税込）

ヴェネト州

コルヴィーナ・ヴェロネーゼ、

-

¥10,582（税込）

ピノ・ネーロ

-

¥10,505（税込）

ネッビオーロ

-

¥11,550（税込）

条件のよい限定エリアのネッビオーロだけを使ったバローロは、より複雑な香りとブドウの凝縮感のある味わい。

BERTANI / ベルターニ

AMARONE DELLA VALPOLICELLA VALPANTENA
アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・ヴァルパンテーナ

ロンディネッラ

スラヴォニア産オークの中樽をメインに使用して 30 ヶ月熟成。エレガントでまろやかな赤ワイン。

ST.MICHAEL-EPPAN / サン・ミケーレ・アッピアーノ

SANCT VALENTIN ALTO ADIGE PINOT NERO
“サンクト・ヴァレンティン” アルト・アディジェ・ピノ・ネーロ

トレンティーノ＝アルト

ピノ・ネーロの力強さを感じるワイン。バリック（小樽）で熟成し、複雑で広がりのあるフルーティでエレガントな味わい。 ・アディジェ州

BORGOGNO / ボルゴーニョ

BAROLO
バローロ

ピエモンテ州

スミレを想わせるブーケ、ナツメグ、シナモンと赤い果実の香り、穏やかなタンニン、エレガントでソフトな味わいのバローロ 。

BEVANDE ANALCOLICHE
ソフト ドリンク

BEVANDE ANALCOLICHE / ソフト ドリンク
SPREMUTA DI'ARANCIA
フレッシュ オレンジ ジュース

¥780（税込）

BALADIN COLA
バラデン コーラ

¥740（税込）

SPREMUTA DI POMPELMO
フレッシュ グレープフルーツ ジュース

¥780（税込）

LURISIA FRIZZANTE
ルリージア フリッツァンテ（炭酸水）500ml

¥740（税込）

NIASCA PORTOFINO LIMONATA
ニアスカ ポルトフィーノ リモナータ

¥740（税込）

ACQUA PANNA
アクア パンナ 500ml

¥740（税込）

LA VIA DEL TÈ / ラ・ヴィア・デル・テ（紅茶）
DARJEELING TGFOP
ダージリン TGFOP

¥720（税込）

EARL GREY IMPERIAL
アールグレイ・インペリアル

¥720（税込）

VALVERBE / ヴァルヴェルベ（ハーブティー）
CALDO / ホット

FREDDO / アイス

CAMOMILLA
カモミール

¥520（税込）

MIRTILLO E LAMPONE
ブルーベリー & ラズベリーティー

¥480（税込）

INFUSO DOPO PASTO
食後のハーブティー

¥520（税込）

TÈ VERDE E MENTA
ミントグリーンティー

¥480（税込）

CAFFÈ VERGNANO 1882 / カフェ ヴェルニャーノ 1882
CALDO / ホット

FREDDO / アイス

ESPRESSO
エスプレッソ

¥460（税込）

AMERICANO
アイス アメリカーノ

¥560（税込）

ESPRESSO DOPPIO
エスプレッソ ドッピオ

¥520（税込）

CAFFÈ LATTE
アイス カフェラッテ

¥630（税込）

AMERICANO
アメリカーノ

¥500（税込）

CAPPUCCINO
カップッチーノ

¥580（税込）

DRINK BETTER, LIVE BETTER

www.eataly.co.jp

