
ビール

Draft

サントリー マスターズドリーム 1,100

アサヒ スーパードライ 1,200

レモンサワー 990

Bottle

キリン 一番搾り 1,200

サッポロ 黒ラベル 1,200

サントリー オールフリー（ノンアルコール） 990

サワー・ハイ

グレープフルーツサワー 990

玄米茶ハイ 990

緑茶ハイ 990

紅茶ハイ 990

とうもろこしひげ茶ハイ 990

ウーロンハイ 990

黒ウーロンハイ 1,100

青汁ハイ 1,100

コーヒーハイ 1,100

芋焼酎

いも神 1,100鹿児島

1,100鬼火（焼き芋焼酎） 鹿児島

1,700魔王 鹿児島

川越 1,400宮崎

麦焼酎

1,100吉四六 大分

百年の孤独 1,800宮﨑

中々 1,300宮崎

兼八 1,600大分

米焼酎

1,100八海山 よろしく千萬あるべし 新潟

鳥飼 1,400熊本

日本酒

グラス 1,300〆張鶴　純 新潟

一合 1,100一ノ蔵　無鑑査　本醸造 宮城

グラス 1,600獺祭　純米大吟醸　磨き三割九分 山口

新潟 グラス 1,800八海山　大吟醸

グラス 1,500浦霞　 宮城

２合ボトル 3,000
獺祭　純米大吟醸　スパークリング

山口



ウイスキー

ブリュット 1,400

スパークリング・ワイン

赤ワイン・白ワイン 1,400

山崎蒸留所貯蔵梅酒 1,100

あらごしみかん酒 990

あらごしもも酒 990

あらごしゆず酒 990

カクテル

カシス

ウォッカ

ジン

ソフトドリンク

770ウーロン茶

とうもろこし　ひげ茶 770

黒ウーロン茶 880

緑茶 770

角瓶 1,100

ワールドウイスキー　碧 1,100

グレンモーレンジィ　オリジナル 1,400

バランタイン 17 年 1,400

マッカラン　ダブルカスク 12 年 1,600

カネマラ　オリジナル 1,100

シーバスリーガル　ミズナラ 1,100

その他ジャパニーズウイスキー 1,500 ～

果実酒

カルア

各 1,200マリブ

コーヒー 770

コーラ 880

ジンジャーエール 880

トマトジュース 990

紅茶 770

100% オレンジジュース 990

100% グレープフルーツジュース 990

ペリエ 880

I.W. ハーパー 1,100



シャンパーニュChampagne

モエ　エ　シャンドン　ブリュット　アンペリアル

22,000
世界で最も有名なシャンパン。3種類の葡萄が調和した、
バランスの良いやや辛口な味わいです。

モエ　エ　シャンドン　ロゼ　アンペリアル　アンペリアル

28,000
フルーティで野イチゴのような香りが強く、
新鮮でいきいきとした果実味がはっきり出ていて
喉ごしは柔らかです。

テルモン　レゼルブ　ブリュット

35,000
オーガニックによる栽培と繊細な醸造から
仕立てられており、シャープでフレッシュな
果実味が溢れる 1本。

ドン　ペリニョン　ブラン

67,000
「ヴィンテージのクリエーター」と言われる
ドン・ペリニョン。誰もが知る世界トップレベルの
シャンパーニュ。

アルマンドブリニャック　ゴールド

132,000

完璧なまでのブレンド妙法によって、ピノ・ノワール、
シャルドネ、ピノ・ムニエを 1/3ずつブレンドした味わいは、
この上ない楽しみをもたらします。

ローランペリエ　ラ　キュベ　ハーフボトル

10,000

スパークリングワインSparkling Wine

アンジュエール　ブリュット

11,000

「アンジュエール (Angeaile)」とは、フランス語で
天使を意味する “Angel" と翼を意味する　“Aile" を
組み合わせた造語です。自然できめ細やかな泡による
心地よい口当たりを実現しました。。

白ワインVin Blanc

ボッラ ソアーヴェ クラシコ　イタリア /ヴェネト

6,000
花のような香りのフレッシュでフルーティな辛口。
飲み口は爽やかですっきりとしています。

(ガルガーネガ・トレッビアーノ)

グラン　アルデッシュ　シャルドネ　フランス /ブルゴーニュ

8,000
石灰岩土壌から生まれた最高品質のシャルドネ。
フレンチオーク樽で 12 ヶ月熟成させ、
柑橘や洋ナシが香るエレガントな味わいのワイン。

(シャルドネ)

ウィリアムフェーブル シャブリ　フランス /ブルゴーニュ

13,000

熟した果実の豊かな味わいと、綺麗な酸が魅力。
しっかりとしたミネラルが余韻まで長く続く、
フィネスを備えた仕上がりは、シャブリのまさに
お手本と言える .

(シャルドネ)

クラウディベイ ソーヴィニヨン・ブラン　ニュージーランド/マールボロ

14,000

感動的に涼やかで凛として、そして美しい酸が
印象的な味わい。  また、爽やかな中の果実の主張が
活発で、余韻にはミネラル感がしっかりと持続します。
世界レベルのソーヴィニヨン・ブラン。

(ソーヴィニオンブラン)

レ ザルム ド ラグランジュ　フランス /ボルドー

17,000
品種特有の柑橘系やハーブの香りが個性的。 
凝縮された果実味と、しっかりとした酸味に
恵まれた辛口の白ワインです。

(ソーヴィニヨン･ブラン/セミヨン/ミュスカデル)

ニュートン　アンフィルタード　シャルドネ
アメリカ /ナパヴァレー

20,000
ニュートンの誇る究極のシャルドネ。
黄桃、マンゴーのような果実味と蜂蜜やナッツの
芳醇なフレーバーが複雑に重なりあう。

(シャルドネ)

シャブリ グランクリュ ラ ムトンヌ　フランス /ブルゴーニュ

72,000

《シャブリのロマネ・コンティ》と評される偉大なワイン。
強烈なミネラルの味わいと長く続く余韻が特徴的。
ピーチやネクタリンを思わせる熟した果実の香りを
中心に、ほのかに柑  橘系の香り、ジャスミンやスミレを
思わせる花の香りが感じられます。"  

(シャルドネ)

ローランペリエ　ウルトラブリュット

50,000
ローラン・ペリエ社が 19 世紀から特徴としてきた、
糖分を加えず造られたシャンパンです。軽やかで繊細な、
そして驚くほど持続性のある味わいです。



《シャブリのロマネ・コンティ》と評される偉大なワイン。
強烈なミネラルの味わいと長く続く余韻が特徴的。
ピーチやネクタリンを思わせる熟した果実の香りを
中心に、ほのかに柑  橘系の香り、ジャスミンやスミレを
思わせる花の香りが感じられます。"    

赤ワインVin Rouge 赤ワインVin Rouge

カテナ アラモス マルベック　アルゼンチン /メンドーサ

6,000

ブラックチェリーや花の香りがあり、口当たりは
リッチで煮詰めたカシスやラズベリー、チョコレート
などのニュアンス。

(マルベック)

モンテスアルファ カベルネ・ソーヴィニヨン
チリ /セントラル・ヴァレー /コルチャグア・ヴァレー

6,000

ブラックカラントの赤いフルーツ、チョコレートや
シガー、熟したベリーとヴァニラの豊かな香り。
凝縮感があり、しっかりとしたボディとたっぷりの
果実味が堪能できる、チリワインの傑作。

(カベルネ ソーヴィニョン・メルロー)

CH モンペラ ルージュ　フランス /ボルドー

11,000

柔らかな樽香とともに、完熟のクランベリーを彷彿させる
赤い果実の香りと、アカシアの花の蜜や数々のハーブなど
の香りが心地よく広がっていきます。

(メルロー・カベルネ フラン・カベルネ ソーヴィニヨン)

マルケス　デ　リスカル　ティント　レゼルバ
スペイン /リオハ

12,000

ヴァニラのような香りとドライフルーツのような要素が
感じられ、凝縮感と酸味とのバランスも抜群。
スペイン王室から愛されている。

(テンプラニーリョ )

フォンテルートリ キャンティ クラシコ　イタリア /トスカーナ

12,000

サンジョヴェーゼらしい酸と均整が取れていて
エレガントなボディ。ラズベリーやブラックベリー、
スパイスの凝縮感がある風味と滑らかな口当たり。

(マサンジョヴェーゼ/マルヴァジア ネーラ/メルロー/コロリーノ)

クロデュヴァル　ジンファンデル　ナパヴァレー
アメリカ /カルフォルニア

15,000

熟した果実のフレーバーにスパイス、
しっかりとした酸味が特徴的。タンニンは穏やかで、
スッキリとしたスマートなスタイル。

(ジンファンデル /プティシラー )

カレラ ピノ・ノワール セントラルコースト
アメリカ /カルフォルニア

18,000

ラズベリーやレッドプラムやミネラルのニュアンス、
手作りイチゴジャムのような凝縮された香り等様々な
アロマが力強く広がります。

(ピノ・ノワール )

ジュヴレ シャンベルタン P&F　フランス /ブルゴーニュ

28,000

ブラックチェリーを思わせる果実味と美しい酸味を
生かした、豊かで複雑味のあるワイン。
湿った土や鉄分など、ジュヴレ・シャンベルタンの
特徴が出ています。

(ピノ・ノワール)

ダックホーン　カベルネ・ソーヴィニョン
アメリカ /カルフォルニア

33,000

しなやかなタンニンとしっかりとした骨格に
支えられたプラム、ラズベリー、シナモンの
味わいが層をおりなす華やかさがあります。

(カベルネ・ソーヴィニヨン/メルロー/プティ・ヴェルド/カベルネ・フラン)

CH パルメ　フランス /マルゴー

150,000

スーパーセカンドと言われるシャトーの一つ。
香り高く、タンニンが多いにも関わらず
まろやかな味わい。

(カベルネ・ソーヴィニョン /メルロー /プティ・ヴェルド )




