
BEER 

 

キリン ハートランド 生      \500 

KIRIN HEARTLAND BEER  

 
ピッチャーサイズ 1.8ℓ    \2000 

Pichier size 

 
ギネスビール   サージングタイプ    \700 
GUINNESS BEER   Surging type 

 
ノンアルコールビール 

Non-Alcohol Beer 

 

キリン フリー        \500 

KIRIN FREE 

 

WINE 

ハウスワイン（グラス） 

House Wine（Glass） 

 
ドメーヌ・ド・カンプジェ  赤 （フランス）    \500 
DOMAINE・DE・CAMPUGET Red wine（France） 

 
デカンタグラス 600ml \1700 

Decanter glass 

 
シャトー・ド・カンプジェ  白 （フランス）    \500 

SHATEAU・DE・CAMPUGET White wine（France） 

 
デカンタグラス 600ml \1700 

Decanter glass 

 
 

ボトルはワインリストでどうぞ！ 
Please refer to the other menu for bottle orders. 

ワインリスト 



 
Posapiano オリジナルカクテル   \700 
Posapiano original cocktail   

 

生絞りオレンジ＆グレープフルーツ ジン 
Fresh orange ＆ grapefruit gin 

 

生絞りオレンジ＆グレープフルーツ ウォッカ 
Fresh orange ＆ grapefruit vodka 

 

生のフルーツを贅沢に使用した 

Posapiano オリジナルカクテルです 

口当たりがとても良く爽やかで 

飲みやすいのが特徴です。 

是非一度お試しください！！ 

 

COCKTAIL       \600 
 

ワインベース 

Wine base 

 
キール （白ワイン・カシス） 

Kir        White wine & Cassis 

スプリッツァー （白ワイン・ソーダ） 
Spritzer           White wine & Soda 

 

 
ビールベース 

Beer base 

 
ビアスプリッツァー （白ワイン・ビール） 

Beer spritzer           White wine & Beer 

 
シャンディー・ガフ （ビール・ジンジャーエール） 

Syandy gaff           Beer & Ginger ale 

 
レッド・アイ （ビール・トマトジュース） 



Red eye       Beer & Tomato juice 

 

COCKTAIL       \600 
 
ジンベース 
Gin base 

 

ジントニック （ジン・トニックウォーター） 
Gin tonic        Gin & Tonic water 

 

ジンバック （ジン・ジンジャーエール） 
Gin buck      Gin & Ginger ale 

 

ジンリッキー （ジン・ソーダ） 
Gin rickey      Gin & Soda 

 

 
ウォッカベース 
Vodka base 

 
ウォッカトニック （ウォッカ・トニックウォーター） 

Vodka tonic        Vodka & Tonic water 

 

ウォッカ＆青森アップルジュース （ウォッカ・青森アップルジュース） 
Vodka & Aomori apple juice           Vodka & Apple juice of Aomori 

 

スクリュードライバー （ウォッカ・オレンジジュース） 
Screwdriver            Vodka & Orange juice 

 

ブラッディメアリー （ウォッカ・トマトジュース） 
Bloody mary          Vodka & Tomato juice 

 

モスコミュール （ウォッカ・ジンジャーエール） 
Moscow mule     Vodka & Ginger ale 

 

ソルティードッグ （ウォッカ・グレープフルーツジュース） 
Salty dog          Vodka & Grapefruit juice 

 

 



 

COCKTAIL       \600 
 
リキュールベース 
Liqueur base 

 
 
カンパリオレンジ （カンパリ・オレンジ・ジュース） 
Campari orange      Campari & Orange juice 

 

カンパリグレープフルーツ （カンパリ・グレープフルーツジュース） 
Campari grapefruit             Campari & Grapefruit juice 

 

カンパリソーダ （カンパリ・ソーダ） 
Campari soda      Campari & Soda 

 

スプモーニ （カンパリ・グレープフルーツジュース・トニックウォーター） 
Spumoni      Campari & Grapefruit juice Tonic water 

 

 

 

カシスソーダ （カシス・ソーダ） 
Cassis soda     Cassis & Soda 

 

カシスオレンジ （カシス・オレンジジュース） 
Cassis orange      Cassis & Orange juice 

 

カシスグレープフルーツ （カシス・グレープフルーツジュース） 
Cassis grapefruit            Cassis & Grapefruit juice 

 

カシスウーロン （カシス・ウーロン茶） 
Cassis oolong tea   Cassis & Oolong tea 

 

 

 

 

カイフェオレンジ （ライチ・オレンジジュース） 
Kwaifeh orange      Litchi & Orange juice 

 

カイフェグレープフルーツ （ライチ・グレープフルーツジュース） 



Kwaifeh grapefruit             Litchi & Grapefruit juice 

※お車運転の方でも安心して楽しんでいただけます。 
 
ノンアルコールカクテル     ￥500 
Non-alcohol cocktail 

 

 
カシスソーダ （カシスシロップ・ソーダ） 

Cassis soda      Cassis syrup & Soda 

 

カシストニック （カシスシロップ・トニックウォーター） 

Cassis tonic       Cassis syrup & Tonic water 

 

カシスオレンジ （カシスシロップ・オレンジジュース） 

Cassis orange      Cassis syrup & Orange juice 

 

カシスグレープフルーツ （カシスシロップ・グレープフルーツジュース） 

Cassis grapefruit             Cassis syrup & Grapefruit juice 

 

 

 

シャーリーテンプル （グレナデンシロップ・ジンジャーエール） 
Shirley temple           Grenadin syrup & Ginger ale 

 

グレナデンソーダ （グレナデンシロップ・ソーダ） 
Grenadin soda         Grenadin syrup & Soda 

 

グレナデントニック （グレナデンシロップ・トニックウォーター） 
Grenadin tonic          Grenadin syrup & Tonic water 

 

グレナデンアイスティー （グレナデンシロップ・アイスティー） 
Grenadin iced tea            Grenadin syrup & Iced tea 

 

グレナデン・シロップは、ザクロの果汁と砂糖からなるノン・アルコールの赤いシロップです 
 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%83%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%9C%E6%B1%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E7%B3%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97


 

ソフトドリンク       ￥400 
Non-alcohol drink 

 

100％青森りんごジュース 

Apple juice of Aomori 

 

100％オレンジジュース 

Orange juice 

 

100％グレープフルーツジュース 

Grapefruit juice 

 

ジンジャーエール 

Ginger ale 

 

ウーロン茶 

Oolong tea 

 

コーヒー（ホット orアイス） 

Coffee     Hot or Cold  

 

紅茶（ホット orアイス） 

Tea    Hot or Cold 

 

 

 
本日のデザート盛り合わせ    \700 
Today’s dessert assortment  

デザート盛り合わせ＆ソフトドリンクセット  \900 
Dessert Set  ～Dessert plate&Drink（non alcohol） 

 

お車運転の方の飲酒はご遠慮願います。      Posapiano 
Please refrain from drinking and driving Thank you 


