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Bottle Beer

Beer

���������������������

���������

����������������
	����-�

��������

������

550

600

780

700

700

���	���������������	

���������	�����
�������������

780

550

アントニアーナ マーレキアーロ

キリン 零一 ノンアルコールビール

地中海、水面の優しい輝き、ナポリのような
古く活気のある町の魅力を彷彿とさせるアロマ豊かな香り。
のどの渇きをいやすキレのよいこのラガービールは、 
ナポリ料理のようなしっかりとした味わいに完璧の相性です。

キリン ハートランド 生

シャンディガフ

キリン ハートランド 中瓶

ハイネケン

コロナ
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High Ball

Sour

550

550

550

550

600

600

600

�������	������������

�������������������

���������������

ホワイトホース ハイボール

コーラ ハイボール

ジンジャー ハイボール

�� �������

�������������������

�������
���������

����������������������

レモンサワー

ピンクグレープフルーツサワー

フローズンベリーサワー

フローズンストロベリーサワー

ウィスキー各種、取り揃えております (P.16) 

表記価格はすべて税込価格になります
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Glass of Sparkling

Glass of WINE

��������������

����������

��������������	���������������������������

������������� ���

���������
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��������������	�������������������

������	������

���������������� ��������

ジャコンディ ロッソ

アバイ メルロー

レタンヌ オクシタン カベルネソーヴィニヨン

イムーリ ネグロアマーロ

ジャコンディ ビアンコ

レタンヌ オクシタン シャルドネ

ソアーヴェ オーガニック

ワイン メン オブ ゴッサム モスカート

����� ����������������
��������
���
アズールブルーセレクト 本日のワイン

490

640

680

780

����	�����
���

����	������	��

ラロスカ ブリュット

ラロスカ ロゼ

550

550

490

600

680

680

ASK

RED

WHITE

自然に寄り添った生産者たちの、体に染み入る味わいのワインたちを＿。

ホテルのバーテンダーやワインショップ勤務を経て独立した佐々木さんが営む、

守山にあるワインショップです。
www.azureblue.shop
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南フランス・ラングドック地方のカベルネ・ソーヴィニヨン100％ワイン。
豊かな果実味と程よいタンニンが特徴。肉料理によく合います。

イタリア産、ファルネーゼが手がける。
ミディアムボディーで柔らかくジャミーでチャーミングな果実の旨味広がる、 
バランスの良いワイン。

イタリア・シチリア産のワイン。
濃いルビー色。黒コショウやバルサム、ユーカリのアロマ。
調和のとれた丸い口当たり、マイルドなタンニンと心地よい後口、長い余韻。

産地はスペイン・センテロ。
まろやかなタンニンとフルーティな味わいで、メルローの味わいを気軽に。

ブラック・チェリーやカシスなど、タップリの果実味と、
上質のチョコレートを思わせるような上質な香ばしい香り、
スモーキーな樽のニュアンスと、ボリュームある豊潤な香りが魅力。

南アフリカ・スピアーのワイン。
深いコクと果実味が有って、しっかりとしたタンニンの渋み。
ジューシーでプラムなどの香りが感じられます。

���� ����������������������

����������

��������������	���������������������������

������������� ���

�����������������������������

�����

クズマーノ カベルネソーヴィニヨン

アバイ メルロー

レタンヌ オクシタン カベルネソーヴィニヨン

イムーリ ネグロアマーロ

チッチオザッカーニ モンテプルチアーノ

スピアー

3300

3580

3850

3850

3850

4680

RED

Bottle of WINE

表記価格はすべて税込価格になります



Bottle of WINE
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オーストラリア産。色合いは瑞々しい淡いレモンイエロー。
香りはマスカットの香りの他、糖漬けレモンやカリン、モモの香り。
味わいはまるで旬の果物を食べているような満足感。フリザンテ(微弱発泡性)。

イタリアはトスカーナ。華やかさがあり、
フレッシュでリンゴのようなフルーティーさのある香り。ドライな味わい。
清涼感、ふくよかな果実味に円み。瑞々しく、クセの少ない飲み心地。

南フランス・ラングドック地方のシャルドネ100％のワイン。
フレッシュで程よいコクのある味わいで、
新鮮なフルーツそのものの魅力が詰まっています。

イタリア政府認定の有機ワイン。
化学肥料を一切使用せずに育てたブドウから造られたソアーヴェ。
凝縮度が高く、とてもフルーティな味わいが魅力。

産地は南アフリカ。焼きリンゴやフレッシュな柑橘類のアロマを持ち、
柔らかな口当たりにシャキッとした酸味が心地良い辛口ワインです。
シュールリーでの熟成がワインに重みと個性を。

産地はイタリア・ヴェネト。
ガルガネーガは、 爽やかな柑橘系の香りに、 香ばしいアーモンドの香り。 
リースリングを少しブレンドすることで、 香りと味わいに広がりを。

華やかな甘い香りと重厚感のある口当たり！
ハンガリーの代表的品種「フルミント」から造られる辛口白。

��������������������
����

������	������

��������������������
����

���������������� ��������

�������������

���������������


�����������

レタンヌ オクシタン シャルドネ

ソアーヴェ オーガニック

ケープハインツ シュナンブラン

ワイン メン オブ ゴッサム モスカート

ガルダ ガルガーネガ

シャトー デレスラ

ビアンコスピノー

3300

3300

3300

3850

3850

3850

4680

WHITE



Wine Cocktail

Sparkling Cocktail
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�����

	�������

� ��������� �����

�������

[  赤ワイン ＋ ジンジャーエール]

[  白ワイン ＋ ジンジャーエール]

[  赤ワイン ＋ レモネード]

[  ワイン ＋ フレッシュフルーツ]

[  スパークリングワイン ＋ オレンジJ ]

[  スパークリングワイン ＋ カシス]

�� ���

����������

キティ

オペレーター

アメリカンレモネード

サングリア 赤・白

ミモザ

キール ロワイヤル

600

600

680

680

700

700

表記価格はすべて税込価格になります
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Whisky

660

770

850

880

1100

660

660

660

660

660

750

750

880

1280

デュワーズ

ジョニーウォーカー  レッド

シーバスリーガル  12年

グレンリベット  12年

ラフロイグ  10年

ジェムソン

タラモア

カナディアンクラブ

I.W. ハーパー

ジンビーム

ジャックダニエル

ワイルドターキー

メーカーズマーク

ブラントン

�������

������������������

��������������������

����������������

�����������������

�� ����

����� ���

���������������

�����������

�� �
�� 

�������������

�����������

������������


��������

Irish

Scotch

American,
Canadian



Cocktail
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ジントニック

モスコミュール

キューバリブレ

モヒート

テキーラサンライズ

ダージリンクーラー

チンザノ（ロッソ , ドライ , オランチョ）

カシスオレンジ

ファジーネーブル

ヨギーパイン

チャイナブルー

パッソアモーニ

スプモーニ

カルーアミルク

550

550

550

600

550

550

　550

550

550

550

550

550

550

550

��������

�����������

����������

������

���������������

�����������������

�������

�������	�����
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���������

������
���

����������

��� ���

����������

[  ジン ＋ トニック]

[  ウォッカ ＋ ジンジャーエール]

[  ラム ＋ コーラ]

[  ラム ＋ ミント ＋ ソーダ ]

[  テキーラ ＋ オレンジJ ]

[  ティフィン(紅茶) ＋ フランボワーズ ＋ ジンジャーエール ]

香草系のリキュール   ロック,ソーダ, ジンジャーetc...

[  カシス ＋ オレンジJ ]

[  ピーチ ＋ オレンジJ ]

[  ヨーグルト ＋ パインジュース ]

[  ライチ ＋ グレープフルーツ ＋ トニック ]

[  パッソア ＋ グレープフルーツ ＋ トニック ]

[  カンパリ ＋ グレープフルーツ ＋ トニック ]

[  カルーア ＋ ミルク ]

表記価格はすべて税込価格になります



Non Alc. Cocktail

ジンジャーモヒート

ピーチモーニ

グリーンアップルスカッシュ

シンデレラ

ヴァージンブリーズ

550

550

550

550

550

������������

���� ���

�����������������

����������

�������
�����

[ ミント ＋ ライム ＋ ジンジャーエール]

[  ピーチJ ＋ グレープフルーツJ＋トニック]

[  グリーンアップル ＋ ジンジャーエール]

[  オレンジJ ＋ レモンJ ＋パイナップルJ ]

[  クランベリーJ ＋ グレープフルーツJ ]
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Soft Drink

ウーロン茶

コカコーラ

ジンジャーエール

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

アップルジュース

パイナップルジュース

マンゴージュース

クランベリージュース

ブラッドオレンジジュース

ペリエ

390

420

420

420

420

420

500

500

500

500

550

�����������

���������

���������

	�����������

�����������������

�����������

��������������

�����������

���������������


�����	�����������

������

表記価格はすべて税込価格になります



Homemade Lemonade
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Italian Soda
クリームソーダ

コーラフロート

コーヒーフロート

680

680

680

���� �����

����������

�����������

自家製レモネード

自家製ピンクレモネード

自家製ライムレモネード

550

550

550

�� �������� �����������������������������

�� �������� �����������

�� �������� ������������

soda/iced/hot



Cafe

エスプレッソ　s/w

コーヒー　hot/ice

カフェラテ　hot/ice

カフェモカ　hot/ice

キャラメルラテ　hot/ice

チャイラテ　hot

スモアラテ

ブリュレラテ

����������������������������

�������������������

�����������������������

�����������������������

���� ���������������������

��������������������

�� ���������


�����������

 s 350 / w 400

350

500

500

500

500

550

550
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表記価格はすべて税込価格になります



Tea

アールグレイ　pot

ダージリン　pot

アイスティーアールグレイ

ロイヤルミルクティー　hot/ice

ローズヒップ

カモミールアップル

ルイボスティー

420

420

420

480

480

480

480

����������
��������

������������
��������

����������������

��������������

������������

��� � �������������

�����������
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Mon-Thu,Sun 
LUNCH / 11:00 ～ 15:00 L.O.
DINNER / 17:00 ～ 22:00 L.O.
CAFE / 11:00 ～ 22:30 L.O.

OPEN EVERY DAY

Fri,Sat & Before holiday
LUNCH / 11:00 ～ 15:00 L.O.
DINNER / 17:00 ～ 22:30 L.O.
CAFE / 11:00 ～ 23:00 L.O.

ピッツェリア・トラットリア

アイドリ ック

T.077-582-2933
idyll ic.jp

ピッツァのテイクアウト承ります。


