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おさけ
めにゅー



●ウィスキーベース●
　ロブロイ　　　　　
　オールドファッション 

●ジンベース●
　ジンバック
　ジンリッキー
　ネグローニ 
　マティーニ 

●ウォッカベース●
　ソルティドック 
　ダーティーウォッカマティーニ 

●ラムベース●
　キューバリブレ 
　ダイキリ 
　XYZ 

●テキーラベース●
　エルディアブロ 
　ブレイブブル 
　テキーラサンライズ 

・・・1300 yen
・・・1300 yen

・・・950 yen
・・・950 yen
・・・1100 yen
・・・1200 yen

・・・950 yen
・・・1300 yen

・・・950 yen
・・・1200 yen
・・・1300 yen

・・・1100 yen
・・・1200 yen
・・・1300 yen

かくてる

※その他、お好みのカクテルがございましたら、お申し付けください

【オーソドックスなカクテル】



かくてる

※16時以降とアルコールオーダーのお客さま
500yen のテーブルチャージを頂いております

【自家製リキュールとオリジナルレシピのカクテル】

◎チャツネジントニック
　ライムコーディアル＋ビーフィータージン＋ライムチャツネ＋トニック

◎モスコミュール
　ジンジャー、ライムコーディアル＋TITOウォッカ＋ライムソーダ

●お寝坊さんグリア
　自家製サングリア＋オレンジ＋りんご＋ソーダ

◎こだわりレモンチェッロ
　自家製レモンチェッロ＋ソーダ

●ラテ・ルシアン
　自家製コーヒーウォッカ＋ミルク＋自家製シロップ

●PIZZA- マルゲリータ
　自家製ベーコンウォッカ＋トマトジュース＋ペッパー＋チーズ

●アップルパイ
　自家製アップル /ジンジャーコーディアル＋ウォッカ＋パイクッキー

●煎茶ジントニック
　自家製煎茶ボンベイサファイヤジン＋トニック

●ローステッドラム・マンハッタン
　焙じ茶ロンサカパ 23年＋ダニエルブージュXO＋カルパノMIX

●抹茶ファッションド
　幾世の昔＋メーカーズマーク＋コバル＋黒蜜＋チョコバニラビターズ

・・・950 yen
　

・・・1200 yen
　

・・・1250 yen
　

・・・1100 yen
　

・・・1100 yen
　

・・・1400 yen
　

・・・1400 yen
　

・・・1200 yen

・・・1400 yen

・・・1550 yen
　



®

のんある
めにゅー



のんある
めにゅー

※その他、お好みのイメージやテイストの
ドリンクがございましたら、お申し付けください

【カクテル以上にカクテルなビジュアル】

●コーヒー x３
　コールドブリューコーヒー＋三温糖シロップ＋フレッシュ青じそ

◎ライム・インザ・サン
　ライムコーディアル＋ライムチャツネ＋ソーダ

●ZEN - 心はいつも穏やかに
　林檎コーディアル＋ジュース＋抹茶＋シナモンパウダー

●19th モスコミュール
　ジンジャーコーディアル＋ライムコーディアル＋ライム＋ソーダ

●シンデレラ
　レモン果汁＋パイナップルジュース＋オレンジジュース

●バージンブリーズ
　クランベリージュース＋グレープフルーツジュース

・・・950 yen

　
・・・950 yen

　
・・・950 yen

　
・・・1100 yen

・・・800 yen

・・・800 yen
　



®

そふとどりんく
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ロースター Tohiaki Hirano 氏による
Art Shop『Na』をイメージしてブレンド焙煎した
オリジナルコーヒーです

● Naオリジナルブレンドコーヒー

Na宅の庭で収穫した「ゼラニウム」など
様々なハーブをミックスしたハーブティーです
季節に合わせ、ブレンドを変えております

● ハーブティー

アールグレイ、ダージリンから
お選びいただけます

● 紅茶

● ウィルキンソンジンジャーエール
● 自家製ジンジャエール
● オレンジジュース
● 林檎ジュース
● グレープフルーツジュース
● コカ・コーラ 

・・・600 yen
・・・800 yen
・・・600 yen
・・・600 yen
・・・600 yen
・・・600 yen

・・・600 yen

・・・850 yen

・・・750 yen

そふと
どりんく

※当店は、全て税別となっております
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【アトランティコ・レゼルヴァ】

赤・白

1250yen

ポルトガルの中央にある
アルテージョ地方で

新しく造られたワインです
生産者である

アレクシャンドレ氏は
フランスのボルドーに負けないような
ワインをと新しい設備や技術を
取り入れて造られたのが

このアトランティコ・レゼルヴァ
完熟した新鮮な果実

バニラ、コーヒー、スパイスの香りで溢れ
口当たりの柔らかい

旨みたっぷりのワインです

【クロード・ヴァル】

赤・白

880yen

フランスの南、ラングドッグ地方
この温暖な地方で造られるワインは
新鮮な果実味が口いっぱいに広がります
誰もが気軽にワインを楽しめるようにと
家族経営の生産者、ポールマス家が
最新の設備と技術で仕上げた
素晴らしいワインです

ぐらす

しろ
あ
か
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【アトランティコ・レゼルヴァ】

4200yen

ポルトガルの中央にあるアルテージョ地方で
新しく造られたワインです

生産者であるアレクシャンドレ氏は
フランスのボルドーに負けないような

ワインをと新しい設備や技術を
取り入れて造られたのが

このアトランティコ・レゼルヴァ
完熟した新鮮な果実

バニラ、コーヒー、スパイスの香りで溢れ
口当たりの柔らかい旨みたっぷりのワインです

ぼとる

しろ
【コートデュローヌ・

ヴィエイユ・ヴィーニュ】

6800yen

フランスのコートデュローヌ地方は
南北に細長く立地しており

エルミタージュやシャトーヌフ・デュパプなどの
高級ワインが造られています

５種類もの葡萄でブレンドされたこのワインは
口当たりも柔らかで

優しさのある果実味が調和を楽しんでいただけます



【アトランティコ・レゼルヴァ】

4200yen

ポルトガルの中央にあるアルテージョ地方で、新しく造られたワインです
生産者であるアレクシャンドレ氏は、フランスのボルドーに
負けないようなワインをと新しい設備や技術を
取り入れて造られたのがこのアトランティコ・レゼルヴァ
完熟した新鮮な果実、バニラ、コーヒー、スパイスの香りで溢れ
口当たりの柔らかい旨みたっぷりのワインです

【コートデュローヌ・ヴィエイユ・ヴィーニュ】

6800yen

フランスの南、コートデュローヌ地方で造られた口当たりの
とても柔らかく調和のとれたワインです

樹齢 50年以上のヴィエイユ・ウィーニュという葡萄の古木から
造っているために、深みとまろやかさの味わいをお楽しみいただけます

【ムーラン・ディッサン】

8400yen

フランスのボルドー地方、メドック地区マルゴー村にある 17世紀に
造られた蔵を持つシャトーデッサンの素晴らしいワインです
一番若い葡萄から造られているものの、高級ワインと同様の技術が
生かされているために、とてもバランスのとれたワインに
仕上がっています
カベルネを主体に造られたこのワインは、口の中に広がる香り、そして
甘みがそれを包み、まろやかな味わいを堪能していただけます

【ブルゴーニュ・ボンバトン】

12500yen

フランスのブルゴーニュ地方、ジュヴレイシャンベルタン村、
トップクラスの造り手のフィリップレクレール家のワインです

フィリップレクレール家の家族経営の蔵で、自家畑のピノ・ノアール 100%で
造られるワインは、必ず彼らのファンになってしまうと言われています
美しい輝きのあるルビー色、プルーンやカシスなどを思わせる香り、

果実味の豊かな自然の甘みを感じることのできる素晴らしいワインです

あ
か
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玉ねぎを飴色になるまで炒めた香ばしいオニオンスープ

季節の食材をとりいれた前菜

リーズナブルにお気軽に楽しんで頂けるコース
ランチにおすすめです♪

鎌倉在住のパティシエNORIKO AIYOSHI の
レシピによるデザートをお楽しみください

Naオリジナルにブレンドしたコーヒー
そして、ハーブティーはNa宅の庭で育てた

「ゼラニウム」を使っております
女性のお客様にオススメです

全てのプレートがこだわりのNaオリジナルレシピで
ココロを込めておつくりしております

お隣のページよりお選びください

● 自家製オニオンスープ ●

● 前菜 ●

● メイン ●

● デザート ●

● コーヒーまたはハーブティー ●

【Aコース：お一人様：1500 円】
おしょくじ

※苦手な食材、アレルギー等ございましたら、ご注文前にお伝えください。
できる限りお客様のご希望に添えますお料理をご用意したく思います。

 



【本日のNaスペシャル】
売れ切れ御免！の『Naスペシャル』

【８時間煮込んだとろとろお肉のカレーライス】
　お楽しみの週替わりカレーとなっております

さて、今日のカレーは・・・

【ローズマリー風味のミートソースライス】
　一味違う！

ローズマリー風味の大人なミートソース

【ココナッツグリーンカレー】
　一番人気！ココナッツ風味のグリーンカレー！

あとから来るグリーンカレー独特の辛さが

やみつきになります

こちらよりお選びください

● メイン ●

テイクアウトは単品メインプレート+前菜セットで 1000 円（税込）です



ニューカレドニアの海でしか獲れない『天使の海老』を
贅沢に使ったオリジナルレシピのディップです

● 希少！高級！天使の海老ディップ (2pic)

遂に購入してしまった「フルーツドライヤー機」で
12時間かけてじっくりと仕上げたドライフルーツは
濃厚な味わいで、色々なお酒に合います

● 自家製ドライフルーツ盛合わせ

季節の野菜を、漬け込んだピクルス
女性のお客さまに大人気の一品です

● 自家製ピクルス

ベーコンは燻製前にオリジナルスパイスで
チーズは燻製後にオレンジピールと共に味付けを

● Na宅の庭で燻製したベーコン＆チーズ

何時間もかけて飴色になるまで炒めた玉ねぎで煮込んだ
スープに、フランスパンとチーズでこんがり仕上げました

● オニオングラタンスープ

オレンジをシロップ漬けと乾燥を何度も繰り返し
甘みを凝縮した店長特製のチョコレートです

● オランジェットチョコレート

その日、その季節のオススメのおつまみを
ふんだんに盛合わせいたします

● おまかせおつまみ盛合わせ

常連の皆さまのお声を元に生まれた『グリーンカレーうどん』
通常のハーフサイズとなっておりますので
シメには最高のいっぴんです

● シメにはコレ！グリーンカレーうどん

・・・600 yen

・・・1400 yen

・・・800 yen

・・・1200 yen

・・・850 yen

・・・1200 yen

・・・2500 yen

・・・1000 yen

おつまみ

※苦手な食材、アレルギー等ございましたら、ご注文前にお伝えください。
できる限りお客様のご希望に添えますお料理をご用意したく思います。

【全て自家製！Naオリジナルおつまみ】


