ビール
アサヒスーパードライ樽生………………………………… ¥550
アサヒエクストラコールド………………………………… ¥550
アサヒスーパードライ中瓶………………………………… ¥550
ヱビス＜樽生＞……………………………………………… ¥600
ヱビスプレミアムブラック小瓶…………………………… ¥600

ノンアルコールビール
アサヒドライゼロ …………………………………………… ¥450

ソフトドリンク
ホットコーヒー ……………………………………………… ¥450
アイスコーヒー ……………………………………………… ¥450
レモンティー ………………………………………………… ¥450
アイスレモンティー ………………………………………… ¥450
ミルクティー ………………………………………………… ¥450
アイスミルクティー ………………………………………… ¥450
コーラ ………………………………………………………… ¥450
ウーロン茶 …………………………………………………… ¥450
オレンジジュース（100%）………………………………… ¥500
グレープフルーツジュース（100%）……………………… ¥500
自家製ジンジャーエール …………………………………… ¥500

日本酒  180ml
南部美人 本醸造（岩手）
… ………………………………… ¥600

山形正宗 辛口純米（山形）
… ……………………………… ¥800
開運 吟醸（静岡）
… ……………………………………… ¥1,000
東一 吟醸 山田錦 49%（佐賀）…………………………… ¥1,200

梅酒  90ml
梅酒南部美人（岩手）
………………………………………… ￥500

（梅酒なのに糖類無添加）

百年梅酒（茨城）
……………………………………………… ￥500

（梅の都、水戸の傑作梅酒）

焼酎
酎ハイ…………………………………………………………
ウーロンハイ…………………………………………………
グレープフルーツサワー……………………………………
レモンサワー…………………………………………………

¥450
¥500
¥500
¥500

麦  90ml
無一物（長崎）
………………………………………………… ¥550
中々（宮崎）
… ……………………………………………… ¥600

芋  90ml
薩摩こく紫（鹿児島）
………………………………………… ¥500
喜六（宮崎）
…………………………………………………… ¥550
富乃宝山（鹿児島）
…………………………………………… ¥600

米  90ml
吟香露（福岡）
………………………………………………… ¥550
吟香 鳥飼（熊本）
…………………………………………… ¥600
豊永蔵（熊本）
………………………………………………… ¥600

黒糖  90ml
れんと（鹿児島）
……………………………………………… ¥550
弥生（鹿児島）
………………………………………………… ¥550

飲みきりボトル
甲 キンミヤ焼酎（三重） 900ml… …………………… ¥2,600
麦 二階堂 25°（大分） 900ml…………………………… ¥3,200
芋 薩摩こく紫（鹿児島） 720ml… …………………… ¥3,500

割りもの
烏龍茶 720ml… ……………………………………………
玉露入りお茶 720ml… ……………………………………
グレープフルーツジュース（100%） 720ml	�����
トマトジュース 720ml… …………………………………
梅干し（紀州南高梅） 1 個… ………………………………
レモンスライス 1 個分………………………………………
セットアイス…………………………………………………

¥500
¥500
¥500
¥500
¥100
¥300
¥200

泡盛  90ml
瑞泉（沖縄）青龍 3 年古酒 30 度…………………………… ¥550
※表示価格はすべて税抜きです。

シェリー  45ml
コロシア・フィノ

グラッパ  45ml
ストラヴェキア・グラッパ

シェリー

産地：スペイン アンダルシア

品種：パロミノ

伝説のレストラン「エル・ブジ」が愛したグティエレス・コロ
シアのフィノは、フレッシュさのなかにわずかな塩分が感じら
れる食欲の進む味わい。

ストレート……………………………………………
レブヒート（ソーダ割り）
… …………………………

￥500
￥600

産地：イタリア ベネト州
品種：シャルドネ
メルロー

カベルネ

グラッパ
ガルガーネガ

選び抜かれたブドウを発酵、蒸留、その後オーク樽に 18ヶ月以
上熟成させた琥珀色のグラッパ。バニラとモカの香りの本格派。

ストラヴェッキア・グラッパ 40 度…………………
ストラヴェッキア・グラッパ ハイボール… ………

¥800
¥900

ワイン
ハウスワイン白
産地：チリ

辛口

品種：シャルドネ

チリの太陽を感じる果実味たっぷり ! 飲みやすいワイン。
爽やかなシトラス系の香りに、トロピカルフルーツの風味が感
じられる。

グ ラ ス 140ml… …………………………………… ￥450
デカンタ 750ml… ………………………………… ￥1,800

“ ナイロア ”

産地：スペイン ガリシア
品種：トレイシャドゥーラ

辛口
トロンテス

パロミノ

ガリシア地方リベイロ産の地ブドウをブレンドして造られる、
フレッシュでバランスの良い白。繊細な香りときれいなスタイ
ルは、シーフードとの相性も抜群。  

……………………………………………………… ￥2,300

サドヤ “ モンシェルヴァン 白 ”

辛口

産地：山梨県／チリ
品種：甲州（山梨） ソーヴィニヨン・ブラン（チリ）
大正 6 年（1917 年）創業 山梨県甲府のワイナリー「サドヤ」
。
さっぱりとした風味が特徴。

……………………………………………………… ￥2,500

ジャン ･ クロード・マス
“ シャルドネ・レゼルブ ”

辛口

産地：フランス ラングドック
品種：シャルドネ

樹齢 20 年のシャルドネをフレンチオークの新樽で発酵。
エレガントでフルーティな風味とヴァニラの芳醇さをあわせも
つ濃厚白ワインは、コクのある料理と。

……………………………………………………… ￥3,000

辛口
ステラー
“ ムーンライト・オーガニック・ブラン ”
産地：南アフリカ
品種：シュナンブラン ソーヴィニヨン ･ ブラン

「オーガニックだからと言っても品質に妥協はない」フェアト
レードの認証もとった世界初のワイン。爽やかな柑橘系の香り
のフルーティな味わい。

……………………………………………………… ￥2,100

コンティ・ゼッカ
“ サレント・ビアンコ ”

産地：イタリア プーリア
品種：マルヴァジーア ･ ビアンカ
ヴェルメンティーノ

辛口

シャルドネ

洋ナシやリンゴなどの爽やかな風味のすっきりとした辛口。
程よい酸味と後味のちょっとした苦味が心地よい。生産地プー
リアのように、魚介とぜひ。

……………………………………………………… ￥2,300

“ フェンテ・ミラノ ヴェルデホ ”

辛口

産地：スペイン ルエダ
品種：ヴェルデホ

スペインの地場葡萄ヴェルデホの可能性を感じられる、香りの
パレットを口にほうりこんだような驚くほど表現豊かなワイ
ン。コクがあるので肉とも美味。

……………………………………………………… ￥3,000
やや辛口
サレ
“ トゥーレーヌ ソーヴィニヨン・ブラン ”

産地：フランス ロワール
品種：ソーヴィニヨン・ブラン

サレ兄弟が目指すのは「自然の力を引き出すこと」
。

辛口
ティンポット ･ ハット
“ マールボロ ソーヴィニヨン ･ ブラン ”

スッキリしていて、果実の厚み＆旨みが十分乗った上等のサン
セールを超える味わい。

フルーツの凝縮アロマに、力強いミネラル香や清々しいハーブ
香、酸もバランスよくとけるＮＺの白。 肉、魚料理に、レモ
ンを添えるような感覚で一緒に食べると最高に美味しい。

アッカディーア “ コンソノ ”

産地：ニュージーランド マルボロー
品種：ソーヴィニヨン ･ ブラン

……………………………………………………… ￥3,700

……………………………………………………… ￥3,600
辛口

産地：イタリア マルケ
品種：ヴェルデッキオ

自然のパワーを詰め込んだ “ 究極ナチュラル ” なヴェルデッキ
オのお手本。ミネラルの旨みが詰まったバランスのよいコク、
潔いキレは素材を生かした料理と。

……………………………………………………… ￥3,700

ハウスワイン赤
産地：チリ

ミディアム

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン

チリの太陽を感じる果実味たっぷり ! 飲みやすいワイン。熟したプラムや
ラズベリーのような果実味に、ほのかにバニラの風味が感じられまろやか。

グ ラ ス 140ml… …………………………………… ￥450
デカンタ 750ml… ………………………………… ￥1,800

コンティ・ゼッカ
“ サレント・ロッソ ”

ミディアム

産地：イタリア プーリア
品種：ネグラマーロ マルヴァシーア・ネーラ
モンテプルチアーノ
チェリーやブラックベリー系の果実味が豊かで、バランスよくタンニンもとける。
プーリア産のワインは、トマト、にんにく、オリーブと相性が良いので、ぜひ。

……………………………………………………… ￥2,400

ボデガス・アテカ “ オノロ・ベラ ”

フルボディ

産地：スペイン アラゴン州 カラタユド
品種：ガルナッチャ

アカデミー賞授賞式の後で開催されるパーティ「ガバナーズ・ボール」に選ば
れたワイン。赤い果実、ミネラルやバルサムを思わせるパワフルな果実が特徴。

……………………………………………………… ￥3,400

サザン ･ バンダリー･ ワインズ
“ ホーム ･ クリーク マールボロ
ピノ ･ ノワール ”

ミディアム

ミディアム
ステラー
“ ムーンライト・オーガニック・ルージュ”
産地：南アフリカ

品種：シラーズ

「オーガニックだからと言っても品質に妥協はない」フェアト
レードの認証もとった世界初のワイン。フレッシュ＆スパイ
シーな程よいコクが料理を美味しく！

……………………………………………………… ￥2,100
フルボディ
ジャン ･ クロード・マス
“ カベルネ・ソーヴィニヨン レゼルヴ ”

産地：フランス ラングドック
品種：カベルネ・ソーヴィニヨン

オークの樽で 10ヶ月熟成させた重厚でしっかりとしたボディ
が特徴。重厚なソースを使用した肉料理もしくはシンプルに肉
の旨みを強く出す肉料理と美味しい。

……………………………………………………… ￥3,000

“ バラオンダ・バリカ ”

フルボディ

産地：スペイン レバンテ
品種：モナストレル シラー

スペイン南東部、D.O. イエクラの品質をリードする造り手に
よる、モナストレル主体、樽熟成の赤ワイン。果実味は厚みを
増し、タンニンと酸のバランスが良く長い余韻が楽しめます。

……………………………………………………… ￥3,500

産地：ニュージーランド マルボロー
品種：ピノ・ノワール

マールボロ産のすっぴんピノ・ノワール。チャーミングで深いダークベ
リーの果実味を持ち、大地を想わせる芳醇な香りが、雄大な自然を感じる。

……………………………………………………… ￥3,700

シャンパン ／ スパークリング
メディチ・エルメーテ
“ ランブルスコ ドルチェ”

弱発泡

甘口

産地：イタリア
品種：ランブルスコ・サラミーノ ランブルスコ・マラーニ
女性に人気の真っ赤な泡。口に含むとイチゴの風味がいっぱいに広がり、やさ
しい泡と天然果実の甘みに癒される。チーズ系料理やデザートとも美味しい。

……………………………………………………… ￥2,000

アルタ・アレーリャ
“ ブルエルヴィンテージ・カヴァ”

辛口泡

産地：スペイン カルターニャ
品種：チャレロ

究極のナチュラル！カヴァで初めて SO2（酸化防止剤）不使用の希少な
キュヴェ。ドサージュ（補糖）は全くせず、ぶどうの持ち味を最大限引
き出しているから、超辛口なはずなのに、ミネラルを含んだ複雑な旨
みが優しい。「2013 年世界のベストレストラン 50」にて No.1 に輝い
たカタルーニャにある３つ星レストラン『カン・ロカ』でも大人気。

……………………………………………………… ￥6,000

モエ・エ・シャンドン
“ ロゼ・アンペリアル ”

産地：フランス シャンパーニュ
品種：シャルドネ ピノノワール

辛口泡

辛口泡

産地：スペイン カルターニャ
品種：シャレロ マカベウ パレリャダ
本場、バルセロナ近郊ペネデス地区で造るカバ。繊細できれい
な泡立ちとエレガントな香り、ドザージュをしない辛口スタイ
ルで魚介類との相性は抜群です。

……………………………………………………… ￥2,400

モエ・エ・シャンドン
“ ブリュット・アンペリアル ”

産地：フランス シャンパーニュ
品種：シャルドネ ピノノワール

辛口泡

ピノムニエ

世界 150 か国以上で愛されるシャンパンのベストセラー・ブラ
ンド。3 種類の葡萄が完璧に調和した口当たりの良いシャンパ
ン。

……………………………………………………… ￥7,800

モエ・エ・シャンドン
“ ドン・ペリニヨン 白 ”

辛口泡

産地：フランス シャンパーニュ
品種：シャルドネ ピノノワール

ピノムニエ

フルーティーで野いちごのような香り。味わいは力強くまろやかです。新
鮮でいきいきとした果実味がはっきりと出ていて、喉ごしはやわらかです。

……………………………………………………

シャロック・カバ・
ブルット・ナトゥーレ

￥11,000

ドン・ペリニヨンは、当たり年のブドウのみを使用して醸造さ
れ、7 年から 8 年の熟成を経たヴィンテージ・シャンパーニュ。

……………………………………………………

￥28,000

※表示価格はすべて税抜きです。

ウイスキー  30ml
ハイボールは 100 円増し ※「角」を除く

ハイボール
ハイボール（角）… ……………………………… ￥500
プレミアムハイボール……………………… ￥1,200

（グレンリベット 12 年と 18 年を使ったスペシャルハイボール）

ジャパニーズ
角………………………………………………… ¥500
竹鶴ピュアモルト……………………………… ¥500
白州……………………………………………… ¥700
山崎……………………………………………… ¥700
イチローズ モルト＆グレーン ホワイトラベル…… ¥750
余市 12 年… …………………………………… ¥1,100
イチローズモルト MWR ピュアモルト リーフラベル… … ¥1,300
イチローズモルト ダブルディスティラリーズ… … ¥1,300
イチローズモルト ワインウッドリザーブ ピュアモルト… … ¥1,300
山崎 12 年 ……………………………………… ¥1,500

スコッチ（ブレンデッド）
シーバスリーガル 12 年… ……………………… ¥500
バランタイン 12 年… …………………………… ¥500
ホワイトホース 12 年… ………………………… ¥500
オールドパー12 年… …………………………… ¥650
バランタイン 17 年… ………………………… ¥1,000
ジョニーウォーカー ゴールドラベル… …… ¥1,100
ジョニーウォーカー ブルーラベル… ……… ¥1,700

スコッチ（シングルモルト）
グレンリベット 12 年… ………………………… ¥550
ボウモア 12 年… ………………………………… ¥650
タリスカー10 年… ……………………………… ¥750
アードベッグ 10 年… …………………………… ¥900
ザ・マッカラン 12 年… ………………………… ¥900
ラフロイグ 10 年… ……………………………… ¥900
カリラ 12 年… ………………………………… ¥1,000
グレンフィディック 18 年… ………………… ¥1,000
グレンリベット 18 年… ……………………… ¥1,100
ボウモア 17 年… ……………………………… ¥1,300
ラガヴーリン 16 年… ………………………… ¥1,300
ザ・マッカラン 18 年 シェリーオーク……… ¥2,000

アイリッシュ
ジェムソンスタンダード……………………… ¥500
タラモアデュー………………………………… ¥500
ブッシュミルズ………………………………… ¥500

アメリカン
エヴァンウイリアムス ブラックラベル…… ¥500
オールドオーバーホルト……………………… ¥500
オールドクロウ………………………………… ¥500
ジャックダニエル……………………………… ¥500
プラットヴァレー ストーンジャグ………… ¥500
オールドエズラ（エズラ ブルックス）12 年…… ¥700
ＩＷハーパー12 年… …………………………… ¥900
ワイルドターキー13 年… …………………… ¥1,100

カナディアン
カナディアンクラブ 12 年… …………………… ¥500

ブランデー  30ml
コニャック
レミーマルタン VSOP…………………………… ¥750
ヘネシーVSOP………………………………… ¥1,700

アルマニャック
シャボーXO… ………………………………… ¥1,100
デュカスタン………………………………… ¥1,200

カルヴァドス
カルヴァドス ブラー グランソラージュ……… ¥550

ウォッカ  45ml
スカイ……………………………………………
ストリチナヤ……………………………………
スピリタス（30ml）…………………………………
ズブロッカ………………………………………
スミノフ…………………………………………
フィンランディア………………………………

¥500
¥500
¥500
¥500
¥500
¥500

ジン  45ml
ゴードン…………………………………………
ビーフィーター…………………………………
ボンベイドライ…………………………………
シュタインヘーガー……………………………
タンカレー………………………………………
ボンベイサファイヤ……………………………
オールド・トム・ジン（30ml）……………………
ボルス・ジュネヴァ（30ml）… …………………

¥500
¥500
¥500
¥600
¥600
¥600
¥700
¥700

テキーラ  45ml
クエルボ ゴールド エスペシャル……………… ¥600
クエルボ シルバー… …………………………… ¥600
サウザゴールド………………………………… ¥600
パトロン シルバー（30ml）…………………… ¥1,000

ラム  45ml
バカルディ ゴールド… ………………………… ¥500
バカルディ ブラック… ………………………… ¥500
バカルディ ライト ドライ……………………… ¥500
ロンリコ ゴールド… …………………………… ¥500
ロンリコ シルバー… …………………………… ¥500
マイヤーズ……………………………………… ¥500
パンペロ アニヴェルサリオ ラム……………… ¥900
ロン サカパ 23 年（30ml）……………………… ¥1,000

アクアビット  45ml
リニア アクアビット… ………………………… ¥700

コルン  30ml
オルデスローエ コルン… ……………………… ¥600

ホワイトレディ………………………………… ￥700
マティーニ…………………………………… ￥1,500

カクテル
ノンアルコール
シンデレラ……………………………………… ￥600
バージンブリーズ……………………………… ￥600
フロリダ………………………………………… ￥600

ビールベース
シャンディガフ………………………………… ￥700
パナシェ………………………………………… ￥700
レッドアイ……………………………………… ￥700

ウィスキーベース

ショート

ゴッドファーザー……………………………… ￥700
ニューヨーク…………………………………… ￥700
ラスティネイル………………………………… ￥700
ロブロイ………………………………………… ￥700
オールドパル………………………………… ￥1,000
マンハッタン………………………………… ￥1,000

ウィスキーベース

ロング

カルフォルニアレモネード…………………… ￥700
テネシークーラー……………………………… ￥700
ハイランドクーラー…………………………… ￥700

ブランデーベース

ショート

アレキサンダー………………………………
サイドカー……………………………………
スティンガー…………………………………
ニコラシカ……………………………………
フレンチコネクション………………………

ウォッカベース

￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000

ショート

カミカゼ……………………………………… ￥700
キッスオブファイヤー………………………… ￥700
コスモポリタン………………………………… ￥700
ゴッドマザー…………………………………… ￥700
シーブリーズ…………………………………… ￥700
スレッジハンマー……………………………… ￥700
バラライカ……………………………………… ￥700

ウォッカベース

ロング

ウォッカトニック……………………………… ￥700
ウォッカリッキー……………………………… ￥700
スクリュードライバー………………………… ￥700
ソルティドッグ………………………………… ￥700
ブラックルシアン……………………………… ￥700
ブラッディメアリー…………………………… ￥700
ホワイトルシアン……………………………… ￥700
モスコミュール………………………………… ￥700

ジンベース

ショート

青い珊瑚礁……………………………………… ￥700
アラウンドザワールド………………………… ￥700
アラスカ………………………………………… ￥700
キッスインザダーク…………………………… ￥700
ギムレット……………………………………… ￥700

ジンベース

ロング

シンガポールスリング………………………… ￥700
ジントニック…………………………………… ￥700
ジンフィズ……………………………………… ￥700
ジンリッキー…………………………………… ￥700
トムコリンズ…………………………………… ￥700
ネグロニ………………………………………… ￥700
パラダイス……………………………………… ￥700

テキーラベース

ショート

スローテキーラ………………………………… ￥700
マタドール……………………………………… ￥700
マルガリータ…………………………………… ￥700
モッキンバード………………………………… ￥700

テキーラベース

ロング

ストローハット………………………………… ￥700
テキーラサンライズ…………………………… ￥700
テキーラリッキー……………………………… ￥700
テコニック……………………………………… ￥700

ラムベース

ショート

XYZ… …………………………………………… ￥700
スカイダイビング……………………………… ￥700
ダイキリ………………………………………… ￥700
マイアミ………………………………………… ￥700

ラムベース

ロング

キューバリバー………………………………… ￥700
モヒート………………………………………… ￥700
ラムトニック…………………………………… ￥700
ラムバック……………………………………… ￥700

others
アマレットジンジャー………………………… ￥700
カシスオレンジ………………………………… ￥700
カルアミルク…………………………………… ￥700
カンパリソーダ………………………………… ￥700
グラスホッパー………………………………… ￥700
グリーンティーフィズ………………………… ￥700
スコーピオン…………………………………… ￥700
チャイナブルー………………………………… ￥700
ディタグレープフルーツ……………………… ￥700
ティフィンクーラー…………………………… ￥700
パッソアオレンジ……………………………… ￥700
ブルーハワイ…………………………………… ￥700
マリブコーク…………………………………… ￥700
マンゴヤンラッシー…………………………… ￥700
ジャックローズ………………………………… ￥800
ダージリンクーラー…………………………… ￥800
ファジーネーブル…………………………… ￥1,000
ロングビーチアイスティー………………… ￥1,000
ロングアイランドアイスティー…………… ￥1,200
ピニャコラーダ……………………………… ￥1,500
マイタイ……………………………………… ￥1,500

※表示価格はすべて税抜きです。

