
コーヒー ・ ティー

1. コーヒー …¥400

2. アイスコーヒー …¥400

3. カフェラテ （Ice/Hot)　 …¥450

4. カプチーノ （Ice/Hot)　 …¥450

5. 紅茶 （ダージリン/アールグレイ)　 …¥400

6. はちみつ紅茶   …¥400
 セイロンティーをベースにはちみつをブレンド。

7. アイスティー （アールグレイ） …¥400

8. カモミール アップル   …¥450
 カモミール・アップル・ペパーミント・レモンバームをブレンド。

9. アサイーベリー  …¥450
 ハイビスカス・オレンジピール・アサイー・ローズヒップなどを
 ブレンド。

モリパークカフェ・オリジナル ドリンク
16. クラフトジンジャーエール  …¥660
 おろし生姜とシナモン、クローブなど
 絶妙なスパイスが口中に広がる辛口ジンジャーエール

17. クラフトレモネード  …¥660
 ジュニパーベリーを漬け込んだ特製シロップが
 爽やかなレモンを引き立てるレモネード

18. スパークリングブラッドオレンジ …¥660
 昭島の水から作った炭酸水でブラッドオレンジジュースを割った、
 甘すぎないフルーツスパークリングウォーター。

おす
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ソフトドリンク
10. コカ・コーラ …¥400

11. カナダドライ ジンジャーエール …¥400

12. ミニッツメイド オレンジジュース …¥400

13. メロンソーダ …¥400

14. カルピスウォーター …¥400

15. ウーロン茶 …¥400
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深層地下水『あきしまの水』を活用した様々なオリジナルドリンクをご用意しています。
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※表示は税込価格です。
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クラフトビール
1. テイスティング フライト …¥1,320
 ３種のクラフトビール飲み比べ（各120㎖）

 モリパークカフェオリジナルクラフトビールと、様々なクラフトビール
 計３種類の飲み比べをお楽しみいただけます。
 まずはこちらをトライしていただき、お気に入りのクラフトビールを
 見つけてください。

2. 昭島クラフトセッションIPA …¥990
 昭島ブルワリー「イサナブルーイング」とモリパークのオリジナル
 （当店とフォレスト・イン昭和館でのみ限定）。

※このほか期間限定で様々なクラフトビールをご用意しています。
　詳しくはスタッフにお尋ねください。

ビール
3. アサヒ生ビール “マルエフ”  …¥660

ハイボール
4. 昭島クラフトハイボール  …¥880
 オリジナルレシピのジンジャーエキスと
 昭島産ハチミツを加えたハイボール。

5. ウィスキーハイボール  …¥660

カクテル
6. ジントニック …¥660

7. モスコミュール …¥660

8. カシスソーダ …¥660

9. カシスオレンジ …¥660

グラスワイン
10. スパークリングワイン  …¥880

11. 白ワイン  …¥770～

12. 赤ワイン …¥770～

※各ワイン毎に数種類ご用意しています。
　詳細はスタッフにお尋ねください。
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深層地下水『あきしまの水』を活用した様々なオリジナルドリンクをご用意しています。
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スパークリングワイン ＆ シャンパン
13. ブランドブラン メトド トラディシオネル ブリュット （フランス） …¥4,400
 メトド トラディシオネル（シャンパンと同じ瓶内二次発酵）で造られた繊細なスパークリング。
 爽やかな柑橘系の味わいで、食前酒・食中酒に最適です。

14. シャンパーニュ ギ ド サンフラヴィ （フランス） …¥7,900
 シャンパンハウスの名門 ガルデ社が自信を持ってお届けする本格派の一本。
 きめ細かい泡立ち、グレープフルーツのような爽やかな柑橘系の果実味が楽しめます。

15. クレマン ド ブルゴーニュ ロゼ ブリュット （フランス） …¥6,900
 瓶内二次醗酵の正統派スパークリングロゼ。ピノ ノワール100％の美しいピンク色をしたクレマンで、
 フルーティーな味わいはアペリティフとして飲むのに最適です。
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ノンアルコールスパークリングワイン
16. カプリース ブリュット （南アフリカ） …¥2,900
 爽やか＆シャープな飲み口で満足度が高い「Alc度数0.0％」。 
 最先端技術でアルコールを除いたノンアルコール・スパークリングワインです。

白ワイン 
17. ディーエー シャルドネ リムー リザーヴ （フランス） …¥4,400
 こってりシャルドネ好きの貴方に、南フランス・ラングドック地方からの贈り物です。 
 ブラインドで飲むとブルゴーニュのムルソーと間違われる人もいらっしゃいます。

18. ヴィニウス リザーヴ ヴィオニエ （フランス） …¥3,900
 樹齢の古い優良畑産の選りすぐりの葡萄を使用。オーク樽で３ヶ月熟成。 
 清涼感のある柑橘の香り、口当たりに丸みがあり、エレガントでほろ苦い後口が楽しめます。

19. トワベー エ オウモン （フランス） …¥4,900
 質な南仏リムー地区産のシャルドネ。トロピカルフルーツを想わせるふくよかな味わいです。
 コクのある味わいで、ヴァニラ香と果実味が溢れ出すようなパワーを感じます。

20. ソーヴィニヨン ブラン スターレーンヴィンヤード （カルフォルニア） …¥6,900
 春の花々、オレンジやレモンの皮を想わせるようなアロマとフレッシュな柑橘果実味を持つ、 
 爽やかな白ワインです。綺麗な酸と適度なボリューム、長い余韻を持ちます。

おす
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Drink Menu  11:00～21:30

赤ワイン 
21. マックマニス プティシラー （カルフォルニア） …¥4,400
 カリフォルニアワインらしい鮮烈なベリー類の豊かな味わい。重厚感があり、
 果実味にオークの風味が見事に溶け込んで素晴らしくリッチな余韻が甘く続きます。

22. カフェ カベルネ （南アフリカ） …¥3,900
 高級ワイン特有のリッチな樽香を低価格で楽しめる驚きのワイン。
 フランス産オークとアメリカ産オークを巧みに使い、高級感のある香りを実現しています。

23. トワベー エ オウモン （フランス） …¥4,900
 ラズベリーやプラムの香り。タンニンは滑らかで、リッチな果実味が口の中に広がります。

24. シャトー レ ゾルム ソルベ 2008 （フランス） …¥7,900
 熟成感が楽しめるブルジョア級 最上シャトーのひとつ。
 ハンバーグや牛肉煮込みなどの肉料理の脂を流す感じで、とても美味なマリアージュが完成します。

25. ヴィンヤード多摩 のらぼう 490㎖ （東京 あきる野市） …¥4,400
 ぶどうの甘い香りとフルーティーな果実味。酸や渋味が控えめな素朴な味わいです。 
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