
 

DRINKS

JUICES

フレッシュオレンジジュース  800

bills グリーンズ - グリーンアップル、キュウリ、 
ジンジャー、ほうれん草、チアシード、ココナッツウォーター  920

bills ビーツ - ビートルート、人参、フェンネル、アップル  920

サンライズドリンク - ベリー、バナナ、 アップル、オレンジ、ヨーグルト  920

パイナップル＆ターメリック - フレッシュターメリック、 
パイナップル、アップル、ココナッツウォーター   920

信州産アップルジュース  800

SMOOTHIES, FRAPPÉS 

bills ロウ - バナナ、カカオ、アーモンドミルク  920

アサイー＆ストロベリーミント フラッペ  920

ピーナッツバター&チョコレート シェイク  920

BILLS HOMEMADE SODAS

レモネード  800

ザクロ   800

ジンジャーエール  800

ストロベリー&バジル  800

COFFEE, TEA, CHOCOLATE

bills ブレンドコーヒー by Single O

エスプレッソ / ロングブラック / マキアート / ピッコロラテ   600 
フラットホワイト / カフェラテ / カプチーノ   700 
モカチーノ  750 
＋アーモンドミルク / エスプレッソショット 150

エアロプレス - 本日のシングルオリジンコーヒー  880

コールドブリューアイスコーヒー  750

ホットチョコレート  750

bills ブレックファストティー / ダージリン   820

カモミールティー / ジャスミンティー / 抹茶玄米茶   820

アイスジャスミンレモンティー  750

アーモンドミルクチャイティー by プラナチャイ・マサラブレンド  880

フレッシュミントティー   750

八女抹茶ラテ (hot or iced)  820

COCKTAILS 

レモン＆トニック  
- キューカンバー、シュガーシロップ（ノンアルコール）   900

クラシックベリーニ   1100

スパイシーブラッディマリー  1100

梅酒 クーラー - 鶴梅 完熟、レモン＆ジンジャー  1000

ピーチ ピスコ - ピスコ、ピーチネクター、グレープフルーツ  1100

ジンジャー モヒート - ラム、紫蘇、ジンジャー、ライム  1000

ルバーブ モヒート - ラム、ルバーブ、ライム&ミント  1000

‘sake’ ザクロミュール - 獺祭、ザクロ、ライム、ジンジャービア  1100

アマーロハイボール - メーカーズマーク、 
モンテネグロ・アマーロ、レモン、ジンジャー、ソーダ  1100

上記以外のカクテルも承りますのでお申し付けください。

BEER 

サントリー プレミアムモルツ 生  800

サントリー オールフリー (ノンアルコール)  550

CRAFT BEER

カミカツ ペールエール 
by 徳島県上勝町ライズアンドウィン ブルーイングカンパニー   1100

ウィークエンド ジャーニー ホワイトエール 
by 神奈川県横浜市 横浜ベイブル－イング  1000

箕面ビール ヴァイツェン 
by 大阪府箕面市 箕面ブリュワリー  1100

・ 表示価格はすべて税抜価格です。 
消費税分は別途精算させていただきます。

・ 食物アレルギーをお持ちの方はスタッフにお申し付けください。

billsjapan.com   billsjapan



 

DRINKS

CHAMPAGNE

ビルカール サルモン エクストラ ブリュット   1600 9600

ビルカール サルモン ブリュット ロゼ 375ml   10000

SPARKLING

タラック スパークリング キュベ 
ハンターヴァレー ニューサウス・ウェールズ 1100 6600

WHITE

ヘアウッド エステート リースリング  
2018 グレートサザン ウェスタン・オーストラリア  920 5500

ショウ アンド スミス ソーヴィニヨン・ブラン  
2018 アデレードヒルズ サウス・オーストラリア  1030 6000

bills house シュナンブラン by デリンクエンテ 
2019 リヴァーランド サウス・オーストラリア 800 4500

ホドルスクリーク ヤラヴァレー シャルドネ  
2018 ヤラヴァレー ヴィクトリア 1050 6200

ホッフキルシュ ブラン セミヨン ソーヴィニヨン・ブラン 
2015 ヘンティ ヴィクトリア  5300

ラ ライア ガヴィ コルテーゼ 
2016 ピエモンテ・イタリア  5500

ジュールス テイラー グリューナー フェルトリナー 
2016 マルボロ・ニュージーランド  6000

ドメーヌ ドルーアン ヴォードン シャブリ 
2018 ブルゴーニュ・フランス  6500

セレシン エステイト ソーヴィニヨン・ブラン 
2017 マルボロ・ニュージーランド   6800

オーシャンエイト ピノ・グリ 
2017 モーニントンペニンシュラ ヴィクトリア  7800

ROSÉ

bills house グルナッシュ・ロゼ by デリンクエンテ 
2018 リヴァーランド サウス・オーストラリア 800 4500 
 

RED

ザ ベターハーフ ピノ・ノワール  
2018 マルボロ・ニュージーランド  920 5500

bills house シラー by デリンクエンテ 
2018 リヴァーランド サウス・オーストラリア 800 4500

ジェムツリー アンカット シラーズ 
2016 マクラーレンヴェール サウス・オーストラリア 1030 6000

シャトー ル ピュイ デュック デ ノーヴ 
メルロー カベルネ・ソーヴィニヨン カベルネ・フラン 
2016 ボルドー・フランス  6000

ステラ ベラ カベルネ・ソーヴィニヨン メルロー  
2016 マーガレットリヴァー ウェスタン・オーストラリア 1100 6500

パクストン テンプラニーリョ 
2015 マクラーレンヴェール サウス・オーストラリア   5000

ムートン カデ レゼルヴ ボルドー  
メルロー カベルネ・ソーヴィニヨン カベルネ・フラン  
2016 ボルドー・フランス   5500

リリアン シラーズ マタロ  
2005 グレートサザン ウェスタン・オーストラリア  5800 

スモールフライ ジョベン テンプラリーニョ 
グルナッシュ モナストレル 
2017 バロッサヴァレー サウス・オーストラリア   6000

パディ ボースウィック ピノ・ノワール 
2016 ワイララパ・ニュージーランド  6500

ヤウマ ティッカ ザ コズミック キャット  
2015 マクラーレンヴェール サウス・オーストラリア  7400

SWEET

トレンサム エステート ノーブル タミンガ 
2014 マーレーダーリング  
ニューサウス・ウェールズ 375ml 800 4500


