
1,500(税込1,650)

1,900(税込2,090)

1,100(税込1,210)

1,600(税込1,760)

1,100(税込1,210)

1,600(税込1,760)

1,050(税込1,155)

1,050(税込1,155)

800(税込880)

800(税込880)

2,700(税込2,970)
   

Today's Sparkling wine
本日のスパークリングワイン

Today’s Champagne
本日のシャンパン

Today's white wine
本日の白ワイン

Today's sommelier white wine 
本日のソムリエお勧め白ワイン

Today's red wine 
本日の赤ワイン

Today's sommelier red wine 
本日のソムリエお勧め赤ワイン

Guinness (334ml)
ギネス

Hoegaarden (330ml)
ヒューガールデン

Suntory "PREMIUM MALT’S" (334ml)
サントリー プレミアム・モルツ

Asahi "SUPER DRY" (334ml)
アサヒ スーパードライ

スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、ハイボール
オレンジジュース、グレープフルーツジュース
ジンジャーエール、ウーロン茶

Sparkling Wine
スパークリングワイン

Glass of Wine 
グラスワイン

Bo�le Beer 
瓶ビール

Free Flow
-70min-

●To customers with allergies As Casita uses the same kitchen facilities to prepare ingredients and dishes, some ingredients may be unintentionally added or mixed into dishes. If you have a question about 
ingredients, we will respond as best we can; however, those with severe allergies should follow the advice of a family doctor and use their own discretion when choosing what to eat.

Service charge (10%) will be added to the above prices.
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800(税込880)

1,050(税込1,155)

1,050(税込1,155)

1,050(税込1,155)

680(税込748)

680(税込748)

700(税込770)

680(税込748)

680(税込748)

950(税込1,045)

800(税込880)

Suntory ALL FREE (Alcohol free)
サントリー オール・フリー （ノンアルコールビール）

Pierre ZERO (Alcohol free sparkling wine)
ピエールZERO （ノンアルコールスパークリングワイン）

Weinbau Traubenmost (Alcohol free white wine)
ワイサー・トラウベンモスト （ノンアルコール白ワイン）

Roter Traubenmost (Alcohol free red wine)
ローター・トラウベンモスト（ノンアルコール赤ワイン）

Orange Juice 
オレンジジュース

Grape Fruit Juice 
グレープフルーツジュース

Wilkinson Ginger Ale (Sweet / Dry)
ウィルキンソン ジンジャーエール （甘口/辛口）

Oolong Tea 
ウーロン茶

Cranberry Juice
クランベリージュース

Fuji Mineral Premium Sparkling Water (700ml)
富士ミネラルスパークリングウォーター

Fuji Mineral Water (780ml)
富士ミネラルウォーター

Ask the sta� for other menus 
その他のメニューはスタッフにお声がけください

Non Alcoholic
ノンアルコール

So� Drink
ソフトドリンク

Water
ミネラルウォーター

●To customers with allergies


