ALCHOLIC beverage

アルコール

ワイン Wine
ワインリストをご覧ください

＊価格はすべて税込です/ Tax-included
Please see the wine list

※お好みをお伝え頂ければ店長がチョイス差し上げます。

アペリティフ aperitif
シェリー
ティオペペ（シェリー酒の定番）
￥６６０
キール
￥７７０

リモンチェッロ
￥６６０

キールロワイヤル
￥９９０
カシス オレンジ
￥６６０

スコッチウイスキー & ジン、その他 SCOTCH Whisky , gin & Other
カリラ12年 CAOL ILA 12 years
アイラ島を代表するシングルモルト。スモーキーな大人の香り
・シングル Single ￥９２０／ダブル Double ￥１６００

ジュラ12年 JURA 12 years
カリラが醸造されるアイラ島の隣のジュラ島の製品
マイルドなスモーキー感
・シングル Single ￥８８０／ダブル Double ￥１４００
・ハイボール Highball
￥９５０
・ボトルキープ Bottle
￥９８００

ブッシュミルズ10年 Bushmills 10 years
世界最古の蒸留所から生まれるアイリッシュウイスキーの代表格
フルーティーな香りで切れ味の良いモルトウイスキー
・シングル Single ￥７８０／ダブル Double ￥１３００
・ハイボール Highball
￥９００
・ボトルキープ Bottle
￥８８００

バランタイン12年 Ballantineʼs 12 years
・シングル Single ￥６００／ダブル Double ￥１０００
・ボトルキープ Bottle
￥５８００

デュワーズ

Dewarʼs
・ハイボール Highball

￥６００

ビーフィータージン Beefeater Gin
・ジントニック Gin Tonic
￥６６０

ドイツビール German Beer
パウラーナー

サリトス
5. テキーラビール
Tequila Beer
（ライム・テキーラ割り
爽やかな甘さ）
7%

1. ヴァイスビア
Weissbier/ White Beer
（白ビール）
5.5%

￥８８０

￥８８０

3. ミュンヘナー・ヘル

2. サルバトール

Munchner Hell/ Lager Beer
（ラガービール）
5%

Salvator
（黒ビール）
8%

￥８８０

￥８８０

ノンアルコール
Non Alcohol
ノンアルコール
スパークリングワイン

ノンアルコールビール

Non Alcohol Sparkling Wine

エルディンガー

ピエール

Non Alcohol Beer

200ml
￥８００

ゼロ

Side dish

Olive champignon

オリーブをドライトマトと
きのこのマリネした絶品の
リヒトオリジナルのフレン
チメニュー
￥４４０

リヒトオリジナルのカラフルなピクルス

乾き物

￥６６０

おつまみメニュー

オリーブ・シャンピニオン ￥５５０

ピクルス

330ml

Dry food
￥７７０
国技館の相撲茶屋や銀座のクラブの
御用達として有名な「岡田かめや」
の極上のおつまみ

オランジェット

￥５００

Orangette Choco

自家製のオレンジピール入りのチョコ
赤ワインにピッタリ

チーズ

French cheese
￥１８００
フランスの高級チーズと枝付き干し葡萄
で国際線ファーストクラスの贅沢を。
ガレ・ド・ラ・ロワール、
コンテ、モンドール、
ミモレットなどから
[監修：（株）フェルミエ]

グジェール

￥５００
シュー生地をチーズと塩と
ペッパーで味付けして焼い
たフランスのおつまみ

Gougère

ドイツソーセージ単品（ポテト付き）
人数に応じた盛り合わせも適宜お作りいたします。
A： クラカウアー

D： ニュルンベルガー（4本）￥４８０

￥４２０

Nuremberger

Krakauer/ beef＆pork
牛肉と豚の粗挽き、ガー
リック、黒胡椒の小気味
良いスパイシーな風味。
ワイルド味溢れるソー
セージ

ニュルンベルグで作ら
れる有名な小ぶりの
ソーセージ。ハーブの
マジョラム入り

B： ポークフランクフルター￥４００

E： ケーゼ

￥４８０
Fleischkäse

Frankfurter/ pork

ソーセージの生地を長
方形の型に詰めて焼き
上げたドイツで定番の
ソーセージのスライス

豚肉をじっくりとスモー
クして仕上げたまろやか
な食感とパリッとした皮
が魅力の,定番ソーセージ

C： ミュンヘナー

￥５９０

F： カバノッシー
Cabanossy

豚肉と子牛で作った太く、
柔らかいソーセージ。
ボイルしたものを皮を剥
いてマスタードで。

豚肉にパプリカを混ぜた
サラミ風の、ドイツ北部
で人気のソーセージ
迫力の大きさ

Dinner menu
アラカルト

￥９８０

Münchner/ pork＆veal

ディナーメニュー

A la carte

・キッシュ＆サラダ

・ドイツソーセージのパイ包み焼き

Quiche & Salad

Grilled Sausage pie

ピクルス付
￥１２８０

・パスタ(キッシュ、パン付き)

ピクルス付
￥１０８０

Pasta with Quiche & Bread

ボロネーゼ
ポモドーロ
ビーフがゴロゴロと入った じっくり煮込んだ
落合シェフ流のボロネーゼ 自家製トマトソース
￥１７８０
￥１５８０

ペペロンチーノ
オリーブとキノコのソース
￥１５８０

冷製パスタ
ガスパチョの
ソース
￥１３８０

ガレット（蕎麦粉のクレープ）Gallate

サラダ付き

２.ジャーマンガレット

１.コンプレット
ガレットの定番
ハム、チーズ、卵

リヒトオリジナルのドイツソーセージと
ポテトを使ったガレット

￥１０８０

￥１４８０

４.ノルディックガレット

３.トマト＆シャンピニオン
トマト、きのことオリーブ、卵

サーモン、オニオンときのこ

￥１０８０

￥１４８０

◆シードル（りんごのスパークリング酒）
ガレットと言えばシードル。ブルターニュでは必ずと言っていい鉄壁の
コンビ。本場で最も人気の辛口のシードルを仕入れています
250ml
¥８50

素敵なシードルカップで！

ディナーコース
◆Aコース

Dinner Course
￥２８８０
メイン：ドイツソーセージ3種

前菜：キッシュ
Quiche

3 kind of German Sausage
ピクルス、パン、デザート付

◆Bコース(要予約）￥３８５０
前菜：ブッラータチーズ
Burrata cheese
季節のフルーツと
チーズのコラボ

メイン：ローストビーフまたは鴨もも肉のコンフィ
Roast beef
自家製ローストビーフ

その他ご要望に応じます。

Coffee, tea

コーヒー、ティー

コーヒー COFFEE
１. スペシャルブレンド ￥５５０
Special Blended Coffee ( hot or iced )
２. ダッチコーヒー
￥７５０
Dutch Coffee ( hot or iced )
３. アメリカンコーヒー
American Coffee

￥５５０

オーガニックティー Organic Tea by German
￥６６０

日本初！果物と花と野菜から作られたドイツのお茶

１. バニラ・アップル Vanilla & Apple
りんご、マリーゴールド、ナチュラルバニラ

２. ローズヒップ・ベジタブルRose hip & Vegetables
ローズヒップ、ハイビスカス、りんご、オレンジ、レモン、
にんじん、トマト、ヤグルマ菊の花、とうもろこしの葉

３. カカオ・ミント Cacao & Mint
カカオ、ペパーミント、とうもろこしの葉

４. カモミール・ミント Chamomile & Mint
ペパーミント、クミン、ウイキョウ、甘草、カモミール

５. 四季のお茶

”Four Seasons”
マテ茶、シナモン、レモングラス、オレンジ、スターアニス、
ローズヒップ、薔薇、クローブ、ステビア

Non-ALCHOLIC BEVERAGE

ノンアルコール飲料

１. カシス・スパークリング
２. マスカット・スパークリング

￥５５０

３. オレンジ・スパークリング
※スパークリングジュースにバニラアイスをつけたスパークリング・
フロート
￥６５０
４. ドイツ ノンアルコールビール
エルディンガー 330ml
￥６６０

５. ノンアルコール スパークリングワイン
ピペール ゼロ Pierre Zero
￥８８０

＊価格はすべて税込です/ Tax-included

