
Aperitivo! 
アペリティーヴォ！

Peroni
Nastro Azzurro
ペローニ ナストロアズーロ

１９６３年イタリアのローマで誕生した、
プレミアムイタリアンビール。

絶妙にバランスがとれた苦味と
柑橘類のスパイシーな香り

さっぱりとした爽やかな飲み心地で
驚くほどキレが良く

すっきりとした後味を実現しています。

DRAFT ¥900

イタリアでは、忙しい一日が終わる夕方に

小皿料理と食前酒と共に、友人たちと交流する

アペリティーヴォが近年人気になっています。

美味しい小皿料理と共に、さっぱりとした爽やかな

ペローニ ナストロアズーロを味わいながら、

親しい友人・仲間とのひとときを楽しみましょう。

Aperitivo!

KIRIN Heartland  ¥750
キリンハートランド（生ビール）



Cocktail Nazionali  
イタリアンカクテル

Aperol Spritz
アペロール スプリッツ

若者を中心にイタリア全土で人気のカクテル。

アペロール＋スプマンテ＋ソーダの組み合わせ。

¥ 850

Limoncello Soda / Shot
リモンチェッロ ソーダ/ショット
ナポリといえばこれ！！現地のレシピで

本場ナポリの味を再現しています。

レモンの風味豊かな味わい。

ぜひ、イタリア・ナポリを感じてください！！ 

¥750



Campari_ Soda / Orange ¥ 750
カンパリ _ソーダ or オレンジ
イタリアを代表するミラノ発祥のハーブ系リキュール。

Arancello Soda ¥ 750
アランチェッロ ソーダ
シチリア産オレンジのリキュール！

Amaretto Ginger ¥ 750
アマレットジンジャー
アンズをベースにしたリキュール。女性に人気！！

Frangelico Soda ¥ 750
フランジェリコソーダ
ピエモンテ生まれのヘーゼルナッツのリキュール！女性に人気！！

Mimosa_ Orange / Blood Orange ¥ 800
ミモザ _オレンジorブラッドオレンジ
女性に人気のスパークリングカクテル。

Bergamotto_ Soda / Orange ¥ 850
ベルガモット _ソーダ or オレンジ
南イタリア・カラブリア州で有名な柑橘系リキュール。女性に人気！！

Amara Rossa Aranciata Soda ¥ 850
アマーラ ブラッドオレンジソーダ
シチリア産のブラッドオレンジを使用したリキュールで作るカクテル。

Gin_ Tonic / Soda / Ginger ale ¥ 850
ジン _トニック or ソーダ or ジンジャーエール
希少なイタリア産のドライジン使用。
爽やかで華やかな香りとまろやかでスッキリした味わいが印象的。

Vodka_ Tonic / Ginger ale / Orange ¥ 850
ウォッカ_トニック / ジンジャエール / オレンジ
念願のイタリア産ウォッカがついに入荷！
伝統的な製造方法で造られ、華やかな香りとなめらかな奥行きが特徴的。

メニューにないイタリアの定番食後酒あります!!



Highball Italianoイタリアンハイボール

PUN I The Italian Malt Whisky GOLD ¥ 950
ゴールド
バーボン樽で5年間熟成。古典的なスタイルのモルトウィスキー。

PUNI The Italian Malt Whisky VINA ¥ 1,000
ヴィーナ
マルサラ・ヴェルネジ樽で5年間熟成。フルーツケーキの持つアロマが特徴的。

PUNI The Italian Malt Whisky SOLE ¥ 1,050
ソーレ
味わいに独特の甘みがあり、
クルミとスパイシーなオークのクリーミーな風味も特徴。

PUNI The Italian Malt Whisky ALBA ¥ 1,100
アルバ
イタリアの豊かでフルーティーなフレーバーと
スコットランド島の独特なスモーキーさが融合した味わい。

The Italian Malt Whisky
イタリア初のウィスキー専門蒸留所として誕生したプーニ社による
イタリア産モルトウィスキーが登場！

PUNI

Amaro Montenegro ¥ 750
アマーロ モンテネグロ
アマーロ＝「少し苦い」という名の通り甘苦さに
アクセントをおいたリキュール。

Crema di Limoncello ¥ 750
クレーマ ディ リモンチェッロ
リモンチェッロに生クリームを加え、レモンの香りと
バニラの甘くて強烈な南イタリアの食後酒。

Digestivo  食後酒
イタリアには食後酒（ディジェスティーヴォ）という、食事を終えるときに強いお酒を飲む習慣があります。

強いアルコールが胃を活性化させ、消化を促進する効果があると言われています。

ぜひ最後までイタリア文化をお楽しみください。

Grappa di Barolo “Berta” ¥ 1,300
グラッパ ディ バローロ “ベルタ”
イタリアワインの王様「バローロ」に使用した
ブドウの搾りかすから作られた蒸留酒。

Bergamotto ¥ 850
ベルガモット
紅茶のアールグレイの香り付けに使用される
カラブリア州特産の柑橘系リキュール。



Torresella Prosecco Rose ¥4,400
トッレゼッラ プロセッコ ロゼ
～Veneto～Grera, Pinot Nero
シトラスや赤い実のアロマを伴うブーケ。フレッシュな口当たり、魅力的な凝縮感のある味わい。

Vitis Nostra Chardonnay ¥4,600
ヴィテス ノストラ シャルドネ
～Veneto～Chardonnay
豊かな果実味が、ふくよかな泡と一緒に口内に広がり、豊かなアロマも感じ取れる。

Rambrusco di Sorbara ¥5,800
ランブルスコ ディ ソルバーラ
～Emilia Romagna～ Lambrusco di Sorbara
シャンパーニュ製法で作られたランブルスコ

Valdobbiadene Prosecco DOCG “Marca oro” ¥6,200
ヴァルドッビアーデネ プロセッコ DOCG ”マルカオーロ”
～Veneto～ Grera
明るい麦わら色でリンゴや蜂蜜の香り。マイルドでバランスの良い味わい。

Franciacorta Brut “Q Black” ¥8,800
フランチャコルタ“キューブラック”
～Lombardia～Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Nero
適度な酸とミネラルの絶妙なバランスが心地よく、長い余韻が印象的。

Ferrari Brut ¥10,700
フェッラーリ ブリュット
～Trentino Alto Adige～Chardonnay
輝く黄金色、きめ細やかな上品な泡立ち。そしてなめらかな口当たり。
イタリア最高峰のエレガントがここにあります。

Spumanti - スプマンテ

CARTA  dei  VINI
ワインリスト

ナポリ本店直送!
ダ・ミケーレでしか味わえないスプマンテです。

ITALIA !!!dall’

Trentapioli Asprinio d’Aversa Brut
トレンタピオリ アスプリーニオ ダヴェルサ ブリュット
～Campania～ Asprinio
キリッと辛口でバランスの良い味わいが食欲をそそります。乾杯におすすめ！

¥5, 600



Vini Bianchi - 白ワイン
Zin Salemtp Fiano ¥4,400
ジン サレント フィアーノ
～Puglia～ Fiano

芳醇な香りと厚みのある果実味。

Vernaccia di San Gimignano “Solatio” ¥4,600
ヴェルナッチャ ディ サンジミニャーノ“ソラティオ”
～Toscana～ Vernaccia 

青リンゴを感じる爽快なアロマとバランスの取れた果実味。ミネラルを感じる辛口ワイン。

INAMA Vin Soave ¥4,800
イナマ ヴィン ソアヴェ　
～Veneto～ Garganega

爽やかで奥行きのある味わいと後味に残る上品な苦み。純粋で素朴なソアヴェです。

Langhe Chardonnay “Ca Lunga” ¥5,600
ランゲ シャルドネ "カルンガ"
～Pemonte～ Chardonnay

バニラの濃厚な芳香に樽熟成によるタンニンが調和し絶妙なバランスとボディを感じる。

Serra Lupini Roero Arneis ¥5,800
セッラ ルビーニ ロエロ アルネイス
～Piemonte～ Arneis

白桃と洋ナシの香り。ミネラルを感じ余韻が長い。シュールリーをしておりコクも強い。

Donnaluce ¥6,400
ドンナルーチェ
～Lazio～ Malvasia, Greco, Chardonnay

熟れた果物、アーモンドやバニラの香り。しっかりとした果実味と力強くエレガントな味わい。

CARTA  dei  VINI
ワインリスト



Cocktail di
Analcolica
ノンアルコールカクテル

Paradiso
パラディーゾ
特製マチェドニアフルーツと

イタリア発の微炭酸清涼飲料水

「マカリオ」をあわせる

ダ・ミケーレ横浜限定オリジナルカクテル。

¥950

Colorato Bellini
コロラト ベリーニ
イタリアを代表するフルーツジュース

「ヨーガ」をそれぞれ

ノンアルスプマンテで割った甘く濃厚な

ダ・ミケーレオリジナルカクテル。

¥800

a piacere! ～お好みのジュースでどうぞ！～

横浜
限定

Vargine
Grotta Azzuro
ヴァルジネ グロッタ
アズーロ
南イタリア・カプリ島で有名な

「青の洞窟」の名の通り

鮮やかな青が美しい。

自家製レモネードベースの

さっぱりとしたカクテル。

¥800

Vargine
Aperol Spritz
ヴァルジネ アペロール
スプリッツ
イタリアのアペリティーヴォ

（食前酒、夕方の時間帯に

飲む文化のこと）を代表する

アペロール風の少し苦味のある

ノンアルコールカクテル。

¥750

Non Alcolico
ノンアルコール

  

ペスカ エ マンゴー
（桃とマンゴー）

ペーラ
（洋梨）

アルビコッカ
（杏）

a piacere! 
お好みのジュースでどうぞ！

Gassosa
ガッゾーサ
（ソーダ水）

Limonata
リモナータ
（レモン）

Aranciata Rossa
アランチャータ・ロッサ

（オレンジ）



Vini Rossi - 赤ワイン
Passo Sardo Cannonau ¥4,800
パッソ サルソ カンノナウ　　
～Sardegna～ Cannonau
島特有の独特な気候で非常に風味豊かに仕上がったワインです。

Aglianico I Pentri ¥5,200
アリアニコ イペントゥリ
～Campania～ Aglianico
スミレやフレッシュな果実の香り。酸味と滑らかなタンニン。バランスが良く余韻が長い。

Tonon Cabernet Sauvignon ¥5,400
トノン カベルネソービニヨン
～Friuli Venezia Giulia～ Cabernet Sauvignon
芳醇な果実味にスパイスとハーブの香り。小樽でしっかり熟成したカベルネです。

Langhe Nebbiolo Broccardo ¥5,600
ランゲ ネッビオーロ ブロッカルド
～Piemonte～ Nebbiolo
野イチゴや花のアロマが強く感じられる

Baccheri  ¥6,400
バッケリ
～Toscana～ Sangiovese, Melrot
しっかりと小樽の豊かな風味が感じ取れボリュームがある。余韻の長い味わい。

Kettmeir Pinot Nero ¥6,400
ケットマイヤー ピノネロ　
～Trentino Alto Adige～ Pinot Nero
赤いフルーツのエレガントな香り。柔らかで魅力的な味わいに繊細な後味が尾を引く。

Valpolicella Classico Superiore Ripasso ¥6,400
ヴァルポリチェッラ クラッシコ スペリオーレ リパッソ　
～Veneto～ Corvinone,Rondinella
高級ワイン“アマローネ”の搾りかすを使用し、力強さと複雑味のある上品なワイン。

Taurasi Feudi di San Gregorio ¥9,400
タウラージ フェウディ ディ サン グレゴリオ　　
～Campania～ Alianico
複雑なスパイス香、存在感のあるタンニン。長く豊かな余韻が続きます。



Bevande Nazionali イタリアンベヴァンデ

Gassosa
ガッゾーサ

柑橘系のみずみずしさが

溢れるソーダ水

275ml   ¥ 850

Macario

Aranciata Rossa
アランチャータ・ロッサ
スッキリした果実味と
飲み応えある味わい

275ml  ¥ 850

大人気のマカリオシリーズ！レトロでポップなデザインが映える、イタリア発の炭酸清涼飲料水。

［ 炭酸清涼飲料 ］

Succo di
Albicocca

スッコ ディ アルビコッカ
アプリコット

200ml   ¥ 750

Succo di 
Pesca e Mango
ぺスカ エ マンゴー

桃とマンゴー

200ml   ¥ 750

Succo di Pera
スッコ ディ ペーラ

洋梨

200ml   ¥ 750

Succo di ACE
スッコ ディ アーチェ
イタリア版ミックスジュース

200ml   ¥ 750

Yoga
イタリアのバールに欠かせないヨーガ社のジュース。果汁本来の濃厚な味わいをお楽しみ下さい。

［ 果汁飲料 ］

Limonata
リモナータ
爽快感と

レモンの酸味が特徴的

275ml   ¥ 850

Chinotto
キノット

イタリアの小さな柑橘系果実

ほろ苦く滑らかな味わい

275ml   ¥ 850

Moretti Zero 
モレッティ ゼロ 

バランスが良く、アロマティック。

深みある味わい。

bottle ¥850
数 量 限 定

Asahi Dry Zero
アサヒ ドライゼロ

ドライなノドごしとクリーミーな泡の

ビールらしい飲みごたえ。

bottle ¥680

Kirin Zero Ichi
キリン 零ICHI

一番搾り製法を採用し、

麦のうまみを丁寧に引き出した

ビールに近い上質な味わい。

bottle ¥680

Birra ノンアルコール ビール



Bevande
ドリンク

Coca-Cola  ¥ 500
コカコーラ

Coca-Cola zero  ¥ 500
コカコーラ ゼロ

Ginger Ale  ¥ 500
ジンジャーエール

Succo di mela ¥ 500
アップル

Succo d'Arancia ¥ 500
オレンジ

Pompelmo ¥ 500
グレープフルーツ

Succo di’Mandarine ¥ 750
マンダリンオレンジ
シチリア産のマンダリンオレンジを100％使用し、濃厚で程よい酸味が特徴的な味わい。

Succo d’Arancia Rossa ¥ 750
ブラッドオレンジ
シチリア産のブラッドオレンジを100％使用。甘さと酸味のバランスが特徴的な味わい。

Soft Drinkソフトドリンク

Acqua 水
Acqua minerale naturale 750ml  ¥ 850
ミネラルウォーター

Acqua minerale con Gas 750ml  ¥ 850
炭酸入りミネラルウォーター

Casareccio 
Cola
自家製コーラ
添加物不使用！

数種類のスパイスをブレンドした

体にいいコーラ！

¥700

Casareccio 
Limonata
自家製レモネード
水 orソーダor
ジンジャエールorお湯

レモンとはちみつを使用した

自家製レモネード

¥700

Bevanda fatta in Casa 自家製ドリンク



Cafe
カフェ

Caldo ホット

Caffè Moreno ［ エスプレッソ ］

Freddo アイス

エスプレッソ発祥の老舗とされる「カフェ・ガンブリヌス」でも使用され、エスプレッソの聖地ナポリの有名メーカー。

現地ナポリではとてもポピュラーなこのモレノをここ日本で味わえるのはダ・ミケーレだけ！！

クセがなく、まるでチョコレートのような濃厚な味わいをお楽しみください。　

Espresso Normale
エスプレッソ ノルマーレ
（シングル） 

¥450

Espresso Doppio
エスプレッソ ドッピオ
（ダブル）

¥600

Caffè
コーヒー

¥500

Caffe Freddo
カフェ フレッド
エスプレッソ ドッピオに
氷を入れ冷たくした、
ちょっと濃いめのアイスコーヒー

¥600

Caffe Shekelato
カフェ シェケラート
エスプレッソに氷とシロップを入れて
シェイクしたクレマが特徴的な
イタリア版アイスコーヒー

¥600

Caffe Latte Freddo
カフェラテ フレッド
アイスカフェラテ

¥550

Caffè Latte
カフェラテ

¥550

Tè

Bonomelli Camomilla  ¥600
ボノメッリ カモミッラ
安らぐ穏やかな香りが特徴の
地中海産カモミールティー

ITALIA!!!dall’

Tè [CALDE / FREDDE ] ¥500
紅茶 [ ホット / アイス ]


