
ZAPPA Drink - Glass Menu -

beer　
  ・プレミアムモルツ　　　　　　　　　　　             500

ハイ・サワー
　・角　　ロック・ハイボール　　　　　                 480
　・白州　ロック・ハイボール               　　　　　　550
　・アップルバーボン　　ロック・ハイボール             480
　・大人のジンジャーハイボール　　　　　　　　　　　　 500
  ・ウーロンハイ　　　　　　　　                       450
　・生レモンサワー　　　　　　                         480
　・生グレープフルーツサワー　　                       500

Liqueur
　・カンパリ（ソーダ・ロック・ストレート）           　500
　・カシス　（ソーダ・ロック・ストレート）             500
　・シャルトリューズ　　　　　　　                     500
　・フェルネットメンタ　　　　　　                     500
　・自家製リモンチェッロ　　　　　　　　　　　　　　　 500

食後酒
　・ガイア・グラッパ・ダルマジ 　　　　　　　　　　　　800
　・ガイア・グラッパ・カステッロ・ディ・バルバレスコ　1000

果実酒
　・サングリア  （赤・白）　　     　                  500
　・炭酸ザッパ　（赤・白）　　　　　                   500

sparkling　wine
　・マルケス デ ラレス カヴァ ブリュット               500

white　wine
　・テッレ　アレグレ                                   480
　・ミシェル トリノ                                    580
　・サイフリード　                                     680

red　wine
　・テッレ　アレグレ                                    480
　・エミリアーナ                                        580 
　・ロス ピノス                                        680

Softdrink
　・ウーロン茶　　　　　　　                         　300
  ・オレンジジュース   　　　　　　　　　　　　　　　  300
　・自家製ジンジャエール                               400



ZAPPA Drink - Bottle Menu -

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  産地   　　　　　　　　　　　品種

・ラ パリーガ キンタ　　　　　　　　　                    ポルトガル・アレンテージョ　　　ロウペイロ　他               2300

・コーテマス　　　　　　　　　　　　　                    フランス・ラングドック　　　    マルサンヌ　　　             2800

・ヴェンティスケーロ　　　　　　　　　　　　　            チリ・カサブランカヴァレー　    ソーヴィニヨンブラン         2800

・マレノン クラシック　　　　　　　　　                   フランス・リュベロン　　 　　   ヴェルメンティーノ　他    　 3000

・アルベアル フィノ　　　　　　　　　                  　 スペイン・アンダルシア　　 　　 ペドロヒメネス 　         　 3000

・ヴィプラ ビアンカ　　　　　　　　                       イタリア・ウンブリア　　   　　 グレケット　他　       　3300

・ルビアーノ アンフォラ　　　　　　　　                   イタリア・マルケ　　   　　　　 ヴェルデッキオ　       　3300

・ユゴ　　　　　　　　   　　　　　　　　                 スペイン・ラマンチャ   　　　　 アイレン　  　　　     　3300

・マニア・ルエダ　　                     　　　　　　　　 スペイン・ルエダ　　　　　    　ヴィウラ、ヴェルデホ         3500

・ＣＨピションロングヴィル　キャップロワイヤル 　　　　　 フランス・ボルドー　　　　　　  メルロー　他　　　　　         3500

・ファットリ　　　                                        イタリア・ヴェネト　　　　　 　  ドゥレッラ　他　　　　　    3800

・ＤＭ　マッス　コートシャロネーズ                        フランス・ロワール アンジュ　 　シュナブラン　　　           　  3800

・ハーディズ　シャルドネ                                  オーストラリア・アデレード　　　シャルドネ　　　　　　　 2500

・ボデガス　カリア                                        アルゼンチン・サンファン　　　　トロンテス　　　　　　　 3000

・ヴィニュロン　デ　テール                                フランス・ブルゴーニュ　　　　　シャルドネ　　　　　　　 4200

・アス　ラサス                                            スペイン・ガルシア　　　　　　　アルバリーニョ　　　　　 4500

 white 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  産地   　　　　　　　　　　　品種

・マラケス・デ・ラレス　　　　　　　　　　　　　           スペイン・アルメンドラレーレホ　マカベオ、エヴァ　           2800

・メディチ　ランブルスコ　　　　　　　                    イタリア・エミリア・ロマーニ　　ランブルスコ                 2800
 sparkling 



ZAPPA Drink - Bottle Menu -

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  産地   　　　　　　　　　　　品種

・グラディウム ホーベン                                   スペイン・ラマンチャ　         テンプラリーニョ　　          2300

・ＣＨ モントルドン                                       フランス・ラングドック         カリニャン　他　　　　　　2500

・テヌーテ サンマルコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　      イタリア・プーリア　　　 　    ネグロアマーロ    　　　　　　　　2500 

・ロミオ フリウリ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イタリア・アブルッツオ　　　 　モンテプルチアーノ　　　　　2800

・アンゼナス　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イタリア・サルディーニャ　　　 カンノナウ　他　　　　　　　2800

・カサデラ エルミータ　　　　　　　　　　　　　　　　　　     スペイン・フミーリャ　　　　　 モナストレル　　　　　　　　2800

・サンタカロリーナ レゼルヴァ　　　　　　　　　　　　　        チリ・コルチャグァバレー     　カベルネソーヴィニヨン     　　3000

・アップルツリー                                              ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾆｭｰ･ｻｳｽ･ｳｪｰﾙｽﾞ 　　　　　シラーズ 　　　　　　　　 3000

・ＣＨ ド カマルサック キュベクラ                         フランス・ACボルドー 　　　　   メルロー　他                       　 3300

・ペッパーウッド                                          アメリカ・カリフォルニア　　　 ジンファンデル　　　　　　3300

・エスピノ　　　　                                        チリ・マイポヴァレー　　　 　　ピノノワール　　　　　　　3500

・ＣＨ サンクリット　　                                   フランス・ボルドー　　　　　　  カベルネソーヴィニヨン     　3500

・ペンタ                                                     スペイン・カスティーリャ　　　 テンプラリーニョ　他　   　　　　    3500

・ラモン ビルバオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   スペイン・リオハ　　　　       テンプラリーニョ　他　       　　 3500

・ミートミート                                            ポルトガル・アレンテージョ　　 アラゴネス　　　　　　    3800

・シャトールピュイ                                        フランス・コートドボルドー     メルロー　他　　　　　　　3800

・ヴィマーラ　　　                                          ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾆｭｰ･ｻｳｽ･ｳｪｰﾙｽﾞ 　　　　ピノノワール　　　　　　　3800

・ヴィッラ ジャーダ                                       イタリア・ピエモンテ　　　　　 メルロー　他　　　　　　  4000

・ボルゴーニョ ヴィルナ                                   イタリア・ピエモンテ　　　　　　 バルベラ　　　　　　    　　 4000

・ＣＨ ド サンコム                                        フランス・コートデュローヌ     シラー　他　　　　　　　　4500

・ＤＭ ミッシェル マニャン                                フランス・ブルゴーニュ  　　   ピノノワール　　　　　　　4800

・コルデロ ディ モンテツェモロ                          　 　　イタリア・ピエモンテ  　　　   ネッビーロ　　　　　　　　5000
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