**All bottl ed wine must be s old with a meal , opened i n the restaurant and rec orked**
白

軽め

chardonnay coppo / piemonte

赤
30

シャルドネ コッポ

軽め

pinot noir bottega vinaia / trentino

30

chianti classico banfi / toscana

30

barbera d’alba quattro mani / piemonte

30

ピノ・ノワール ボッテガ・ヴィナイア

soave inama / veneto

30

orvieto classico st. cristina / umbria

30

pinot grigio masi / Veneto

30

ソアーヴェ イナマ

キャンティ・クラシコ バンフィ

オルビエート・クラシコ サンタ・クリスティーナ

バルベーラ・ダルバ クアトロ・マーニ

やや重め

ピノ・グリージョ マーシ

rosso di montalcino banfi / toscana

40

nebbiolo d’alba fontanafredda / langhe

35

valpolicella classico superiore tommasi / veneto

35

yantra tenuta sette cieli / toscana

35

merlot oberon / napa valley

30

pinot noir meiomi / sonoma county

30

ロッソ・ディ・モンタルシノ バンフィ

やや辛口

ネッビオーロ・ダルバ ラッティ

pinot bianco terlano / alto adige

40

roero arneis vietti / piemonte

40

ピノ・ビアンコ テルラーノ

ロエロ・アルネイス

ヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレ トマーシ

ヴィエッティ

ヤントラ テヌータ・セッテ・チエリ

sauvignon blanc kim crawford / marlborough
ソーヴィニヨン・ブラン キム・クロフォード

30

メルロー オベロン

ピノ・ノワール メイオミ

辛口

重め

sassicaia san guido / toscana

300

chardonnay oberon / napa valley

35

gavi banfi / piemonte

35

60% cabernet sauvignon 40% merlot

pinot grigio lageder / alto adige

35

barolo ceretto / piemonte

80

trebbiano di lugana zenato / veneto

35

amarone bolla / veneto

60

lucente luce / toscana

40

サッシカイア サン・グイド

シャルドネ オベロン

guidalberto san guido by sassicaia / toscana

80

グイダルベルト サン・グイド・バイ・サッシカイア 60％カベルネ・40%メルロー

ガーヴィ バンフィ

バローロ セレット

ピノ・グリージョ ラゲデール

アマローネ ボッラ

トレッビアーノ・ディ・ルガーナ ゼナート

75% merlot, 25% sangiovese

ルチェンテ ルチェ 75％メルロー、25％サンジョヴェーゼ

4

yuzu (japanese citrus), cranberry juice, sprite, hibiscus flower
ユズ、クランベリージュース、スプライト、ハイビスカス

island ginger cooler

35

campofiorin masi / veneto

30

montepulciano d’abruzzo valentina / abruzzo

30

ヴィラ・アンティノーリ・ロッソ アンティノーリ

ソフトドリンク

yuzu cooler

villa antinori rosso antinori / toscana

カンポフィオリン マーシ

モンテプルチアーノ・ダブルッツオ ヴァレンティーナ

4

made to order with hawaiian ginger!

ジンジャークーラー ハワイ産ジンジャーを使用

hawaiian plantation iced tea

4

アメリカ

with pineapple juice, fresh mint & pineapple slice
アイスティー、パイナップルジュースとフレッシュミント

sparkling / still mineral water

3

juice
pineapple, guava, lemonade, or orange

3

ミネラルウォーター（炭酸入り / 炭酸なし）

パイナップルジュース , グアバジュース, レモネード, オレンジジュース

opus one opus one / napa valley

350

cabernet sauvignon silver oak / alexander valley

100

オーパス・ワン ナパヴァレー

カベルネ・ソーヴィニヨン シルバー・オーク

prisoner the prisoner / napa valley

italian sodas
blood orange, raspberry, or strawberry

3

iced tea

2

soda - coke, diet coke, or sprite

2

iced or hot italian coffee (illy)

2

50

プリズナー ザ・プリズナー

イタリアン・ソーダ （オレンジ、ラズベリー、ストロベリー）
アイスティー

コーラ, ダイエット・コーラ, スプライト

Arancino Beachwalk
255 Beachwalk Avenue
Honolulu, HI 96815
808-923-5557

アイス又はホット・イタリアン・コーヒー （イリー）
AOB 032320

