
ワイン　Wine 
■ こぼしワイン［シャトー・メルシャン 甲州きいろ香］  
　  Wine filled to the brim of the glass "Chateau Mercian Koshu Kiiroka" 
　 グラス（150cc 以上） Glass (150cc+) ￥1,100
　 ボトル Bottle ￥4,200

■ ハウスワイン 白・赤 House Wine (White/Red)　  
　 グラス Glass ￥700
　 デカンタ Decanter  ￥2,000

…………………………………………………………………………………
スパークリングワイン　Sparkling Wine 
■ こぼしスパークリングワイン［コドーニュ・セコ］ 
　  Sparkling wine filled to the brim of the glass "Codorniu Seco" 
　 グラス Glass ￥1,100
　 ボトル  Bottle　　ハーフ  Half  ￥2,000
　 　　　　　　フル  Full ￥4,000

…………………………………………………………………………………
カクテル　Cocktails 
ワインベースカクテル　Wine Cocktails
■ スプリッツァー（白+ソーダ）Spritzer（White + Soda） ￥900
■ スプリッツァールージュ（赤+ソーダ）Spritzer Rouge（Red + Soda） ￥900 
■ カリモーチョ（赤+コーラ）Kalimotxo（Red + Cola） ￥900 
■ キール（白 +カシス）Kir（White + Cassis） ￥900 
■ キティー（赤 +Ｇエール）Kitty（Red + Ginger ale） ￥900 

スタンダードカクテル　Standard Cocktails
■ カシスオレンジ Cassis Orange ￥800
■ カシスウーロンCassis Oolong ￥800
■ カシスソーダ Cassis  Soda ￥800
■ カシスグレープフルーツ Cassis Grapefruit ￥800
■ カシスジンジャーCassis  Ginger ￥800
■ カンパリソーダ Campari  Soda ￥800
■ カンパリオレンジ Campari  Orange ￥800
■ カンパリグレープ Campari Grape ￥800
■ カンパリジンジャーCampari Ginger ￥800
■ マリブコークMalibu Coke ￥800
■ マリブベリーニMalibu Bellini ￥900 

…………………………………………………………………………………

酎ハイ　Shochu & Soda / Sour
■ ウーロンハイOolong  Hai ￥600
■ 寿司屋の緑茶ハイGreen Tea Hai  ￥600
■ ガリサワー Ginger Sour ￥600
■ でですけハイDedesuke Hai ￥650
■ かぼすサワーKabosu Citrus Sour ￥650
■ 生グレープフルーツサワーFresh Grapefruit Sour ￥650
■ 生レモンサワーFresh Lemon Sour ￥650
■ 梅干しサワーPickled Plum Sour ￥650
■ 丸ごとレモンサワーWhole Lemon Sour ￥750
■ サワー ナカ Additional Sour ￥400

…………………………………………………………………………………
麦　酒　Beer
生ビール　Draft Beer
■ ザ･プレミアムモルツ　香るエールThe Premium Malt's Draft Beer

　 グラス Glass　￥500　　タンブラー  Tumbler　￥650

瓶ビール　Bottled Beer
■ スーパードライSuper DRY ￥650
■ 黒ラベル Black Label ￥650
■ エビス Yebisu ￥800

ノンアルコールビール　Non-alcoholic Beer
■ オールフリーAll Free ￥500
■ ドライゼロDry Zero ￥500
…………………………………………………………………………………
果実酒　Fruit Liqueur
■ あらごし梅酒 Plum Liqueur with pulp ￥750
■ 本日の果実酒 Fruits liqueur ￥900
［ ロック／ソーダ／水／お湯　On the Rock, Soda, Water, Hot Water ］

…………………………………………………………………………………
ソフトドリンク　Soft Drink
■ オレンジジュースOrange juice ￥400
■ グレープフルーツジュースGrape Fruit Juice ￥400
■ コーラCola ￥400
■ ジンジャーエールGinger Ale ￥400
■ ウーロン茶 Oolong Tea ￥400
■ 緑茶（冷）Green Tea (Ice) ￥400
■ ミネラルウォーター Mineral Water ￥500
■ 強炭酸水 Sparkling  Water  ￥500
■ サンペレグリノSanpellegrino ￥700
…………………………………………………………………………………

ウイスキー　Whisky
■ 角ハイボールKaku Highball   ¥600
■ ジムビームソーダ Jim Beam Soda  ¥600
■ ジンジャーエールハイボールGinger Ale Highball ¥800
■ 知多ハイボール Chita Highball  ¥750
■ 白州ハイボールHakushu Highball  ￥850
■ 山崎ハイボールYamazaki Highball  ￥850

…………………………………………………………………………………
芋焼酎　Sweet Potato Shochu　 グラス（Glass ） 飲切ボトル（Bottle ）
■ 黒霧島 Kuro Kirishima ￥500 ￥3,000
■ 山ねこYamaneko ￥600 ￥3,500
■ 明るい農村 Akarui Noson　 ￥600 ￥3,500
■ 島美人 Shimabijin　 ￥700 ￥4,000
■ 三岳 Mitake　 ￥800 ￥4,500
■ 佐藤 黒 Sato Kuro　 ￥1,000 ￥6,000

…………………………………………………………………………………
麦焼酎　Barley Shochu　 グラス（Glass ） 飲切ボトル（Bottle ）
■ 銀座のすずめ Ginza no Suzume ￥500 ￥3,500
■ 二階堂 Nikaido ￥600 ￥4,000
■ 中々Nakanaka ￥600 ￥4,000
■ 佐藤 麦 Sato Barley   ￥800 ￥5,000

…………………………………………………………………………………
米焼酎　Rice Shochu　 グラス（Glass ） 飲切ボトル（Bottle ）
■ 白水 Hakusui  ￥500 ￥3,500
■ 八海山　宜有千萬
　 Hakkaisan Yoroshiku Senman Arubeshi  ￥700 ￥4,500

…………………………………………………………………………………

割りもの Mixer
・かちわり氷　Ice   ¥500
・ミネラルウォーター　Mineral Water  ¥500
・ソーダ　Soda   ¥500
・ウーロン茶　Oolong Tea   ¥500
・緑茶　Green Tea   ¥500
・カットレモン　Cut Lemon   ¥300
・梅干し　Pickled Plum   ¥100
・昔ながらの梅干し　Traditional Pickled Plum  ¥300

Drink Menu



パイパー エドシック
Piper-Heidsieck

グラス ￥1,500 / ボトル ￥12,000
白い果実のいきいきとした味わいで、
力強く甘く優美な香りときめ細かな泡立が楽しめます。

ローラン ペリエ ブリュット
Laurent-Perrier BRUT

ボトル ￥10,000
淡いゴールドの色合いと細かく糸を引くような泡立ち、
柑橘類と白い花の香りが程よく絡み合い、
白いチューリップの可憐で軽やかな印象と
ぴったり合う味わいです。

日本のあわ 長野メルロー
Japanese Sparkling Wine
 "AWA" Nagano Merlot

ボトル ￥5,500
長野県で収穫されたブドウを使用し、
「あわ」にごだわり、バランスのとれた
繊細で心地よい口当たりスパークリングワイン。

SPAIN

SPAIN

コドーニュ クラシコ ブリュット
Codorniu Clasico Brut

ボトル ￥4,500
１８７２年スペインで初めてカバを誕生させた
スペイン王室御用達ワイナリー。
きりっとした酸味が特徴の辛口スパークリングワイン。

コドーニュ セコ ブリュット
Codorníu Clasico Seco

ボトル ￥4,000
１８７２年スペインで初めてカバを誕生させた
スペイン王室御用達ワイナリー。
柑橘系の香りとさわやかな酸味が特徴です。

FRANCE

FRANCE

FRANCE FRANCE

JAPAN

シャンパン（スパークリング）

シャトー・メルシャン 甲州きいろ香
Chateau Mercian Koshu Kiiroka

ボトル ￥4,200
『甲州』の香りのポテンシャルを最大限生かした、
全く新しいスタイルの甲州ワイン。
カボス、スダチのような和柑橘も感じます。

ロバート・モンダヴィ 
プライベート・セレクション シャルドネ
Robert Mondavi Private Selection Chardonnay

ボトル ￥5,500
『カリフォルニアワインの父』ロバート・モンダヴィ氏が造る
柑橘系のさわやかな香りが広がるワイン。 

サンタカロリーナ 
レセルヴァ デ ファミリア シャルドネ
Santa Carolina Reserva de Familia Cabernet

ボトル ￥6,000
クリーミーでボリュームのある果実味とやわらかな酸味が特長の、
リッチでコクのある大変コスパの高いワインです。

ドゥルト ヌメロ･アン ブラン
Dourthe N°1 (Numero 1) Blanc

ボトル ￥6,000
柑橘系の芳醇な果実香とまろやかな酸を感じる味わいが特長の
『Ｎｏ.１』という名のボルドーワイン。 

アテムス ソーヴィニヨン･ブラン
Attems Sauvignon Blanc

ボトル ￥6,500
とても複雑味のある独特のブーケで丸みがあり、
豊かでエレガントなワインです。 

White wine Red wineChampagne ( Sparkling Wine )

JAPAN

白ワイン

アルベール･ビショー シャブリ 
ラ･キュヴェ･デパキ
Albert Bichot Chablis La Cuvée Depaquit

ボトル ￥7,000
シャブリ特有のキレの良い酸、シャルドネの若々しい
魅力が引き出された繊細で複雑な味わいです。 

ルイ･ジャド ソンジュ･ド･バッカス 
ブルゴーニュ シャルドネ
Louis Jadot Songes de Bacchus 
Bourgogone Chardonnay

ボトル ￥7,500
選りすぐりのシャルドネから造られるより深みのある
リッチな味わいのワインです。

アテムス チチニス
Attems Cicinis

ボトル ￥10,000
ソーヴィニヨン・ブランの品種で、バランスが良く、
ミネラル感あふれるワインです。 

ドメーヌ･ロン･デパキ シャブリ 
グラン･クリュ ラ･ムトンヌ モノポール
Dom. Long Depaquit Chablis Grand Cru 
La Moutonne Monopole

ボトル ASK
シャブリきっての名門ワイナリー。
特級畑から造られる力強さ、風格、際立つ香気を持つワインです。

FRANCE

FRANCE

FRANCE

レオナルド キアンティ リゼルヴァ
Leonardo Chianti Riserva

ボトル ￥4,500
レオナルド･ダ・ヴィンチが
最後の晩餐を書き上げた後に所有していた畑のぶどうが含まれます。
華やかなバラやスミレ香り。凝縮した心地よい余韻を感じる味わいです。

カロ アルマ マルベック
Caro Aruma Malbec

ボトル ￥5,000
ボルドー5大シャトー筆頭「シャトー･ラフィット･ロートシルト」が
アルゼンチンでつくった赤ワイン。濃厚ですが緻密でエレガント。
果実の凝縮感とエレガントな酸味とのバランス感が
素晴らしいワインです。

シャトー レイソン
Chateau Reysson

ボトル ￥8,000
ボルドー地方オー･メドック地区クリュ･ブルジョワ認証シャトー。
メルロー主体で造られる果実味あふれるリッチなワインです。

ルーチェ
Luce

ボトル Ask
メルローの柔らかさとサンジョヴェーゼのボディ。
エレガンスが見事に融合したスーパープレミアムワインです。 

オーパス ワン
Opus One

ボトル Ask
ロバート･モンダビ氏とフィリップ･ド･ロスチャイルド男爵が
造り上げた名作。ナパ･ヴァレーのプレミアム･ワイン。

赤ワイン

U.S.A.

CHILE

ITALY

ITALY

ITALY

ITALY

PORTUGAL

U.S.A.



■  明鏡止水　純米超辛口 ……………… ¥900
 Meikyoshisui Junmai Super Dry
 長野県 ／ 日本酒度 3 ／ 酸度 1.5
 Nagano / SMV +3 / Acidity 1.5

■  日高見　超辛口純米 ………………… ¥900
 Hidakami Super Dry Junmai
 宮城県 ／ 日本酒度 11 ／ 酸度 1.7
 Miyagi / SMV +11 / Acidity 1.7

■  酔鯨　特別純米 ……………………… ¥900
 Suigei Special Junmai
 高知県 ／ 日本酒度 6.5 ／ 酸度 1.5
 Kochi / SMV +6.5 / Acidity 1.5

■  刈穂　山廃純米　超辛口 …………… ¥900
 Kariho  Yamahai Junmai Super Dry 
 秋田県 ／ 日本酒度 12 ／ 酸度 1.4
 Akita / SMV +12 / Acidity 1.4

■  出羽桜　純米吟醸　出羽燦々 …… ¥1,000
 Dewazakura Junmai Ginjo Dewasansan
 山形県 ／ 日本酒度 4 ／ 酸度 1.4
 Yamagata / SMV +4 / Acidity 1.4

■  天狗舞　山廃仕込　純米酒 ……… ¥1,000
 Tengumai Yamahaijikomi Junmai
 石川県 ／ 日本酒度 3 ／ 酸度 1.8
 Ishikawa / SMV +3 / Acidity 1.8

■  満寿泉　純米吟醸 ………………… ¥1,000
 Masuizumi Junmai Ginjo
 富山県 ／ 日本酒度 5 ／ 酸度 1.3
 Toyama / SMV +5 / Acidity 1.3

■  鳳凰美田　種別不定　※仕入れにより …… ¥1,100
 Houou Biden
 栃木県 ／ 日本酒度 ー ／ 酸度 ー
 Tochigi / SMV - / Acidity -

■  黒龍　特吟 ………………………… ¥1,100
 Kokuryu Tokugin
 福井県 ／ 日本酒度 4 ／ 酸度 1.3
 Fukui  / SMV +4 / Acidity 1.3

■  〆張鶴　純…………………………… ¥1,100
 Shimeharitsuru Jun Junmai Ginjo
 新潟県 ／ 日本酒度 2 ／ 酸度 1.5
 Niigata / SMV +2 / Acidity 1.5

■  羽根屋　純米吟醸　煌火 ………… ¥1,200
 Haneya Junmai Ginjo Kirabi
 富山県 ／ 日本酒度  非公開 ／ 酸度  非公開
 Toyama / SMV undisclosed / Acidity undisclosed

■  醸し人九平次　純米吟醸　雄町…… ¥1,200
 Kamoshibitokuheiji Junmaiginjo Omachi
 愛知県 ／ 日本酒度 非公開 ／ 酸度 非公開
 Aichi / SMV undisclosed / Acidity undisclosed

日 本 酒
冷 酒
Cold Sake

■  大七　純米生酛 ……………………… ¥700
 Daishichi Junmai Kimoto
 福島県 ／ 日本酒度 2 ／ 酸度 1.6
 Fukushima / SMV +2  / Acidity 1.6

■  千代菊　さわやか辛口 ……………… ¥600
 Chiyogiku Sawayaka Karakuchi
 岐阜県 ／日本酒度 非公開 ／ 酸度 非公開
 Gifu / SMV unpublished / Acidity unpublished ………

■  フグヒレ酒 ……………………………… ¥800
 Fuguhirezake(Sake with Dried Pufferfish Fins)

 つぎ酒 ………………………………… ¥400
 Tsugizake（Refill）

燗 酒
Hot Sake

燗にも出来ます　Cold ("Warm" Available)

    常温も出来ます　Warm ("Room Temperature" Available)


