Umeshu
各 種 ロック、水割り、お 湯 割り、ソーダ 割りできます

500

木内梅酒
【茨城】 常陸野ビール由来 木内酒造

Kiuchi Umeshu
ビールの持つホップに梅の実の味わいが相性◎

山崎蒸留所貯蔵

焙煎樽仕込梅酒 600

【京都】 ウイスキー樽

Premium Yamazaki Umeshu
焙煎樽の奥深い香り引き立つ大人の梅酒

東光 吟醸梅酒

コカ・コーラ

500

ジンジャーエール

500

オレンジジュース

500

Coca-Cola

Ginger Ale

Orange Juice

グレープフルーツジュース
Grapefruit juice

青森県産りんごジュース

700

【山形】 日本酒 小嶋総本店

Aomori Apple juice

信州ももジュース

500
700

Shinshu peach juice

Toko Ginjo Umeshu

500

生ビール キリンラガー［420mk］

600

ハイボール

580

750

タリスカーハイボール

800

KIRIN Lager Draft Beer

キリンハートランド［中瓶］
KIRIN Heartland Bottled Beer

Whisky Soda

Talisker Highball

イチローズモルトハイボール

他、
瓶ビール取り扱い御座います。

Ichiro’
s Malt White Label Highball

キリン零ICHI［小瓶］

580

KIRINN ZERO ICHI

華やかで鮮明な吟醸の香り、
濃密な唯一無二の梅酒

生レモンサワー

580

カルダモンレモンサワー

680

柚子胡椒サワー

700

ウーロンハイ

550

ジャスミンハイ

550

緑茶ハイ

550

Fresh Lemon Sour

〔山梨〕

八ヶ岳ブルワリー タッチダウン ピルスナー
麦そのまま”
の旨味を前面に押し出した、
バランスの良いビール。

〔大阪〕

箕面ビール スタウト

滑らかなやわらかさとドライな後味にこだわった
飲み飽きない
“黒”

烏龍茶
深山ぶどう

650

Miyama Grape - Hyogo赤ぶどう、
グラッパ、
ライムで作った濃厚な葡萄酒

天草の晩柑

650

Bankan - Amakusa爽やかな酸味と甘みが特徴「晩柑」の柑橘リキュール

長野の濃いとろもも
Peach -Nagano-

1000

680

まるで桃をまるかじりしてるようなジューシーな果実酒

Oolong tea

ジャスミン茶
Jasmine tea

グラス
デキャンタ/グラス3杯分

500
800
500

〔三重〕

伊勢角屋麦酒 ヒメホワイト
甘みと爽やかさのバランスが美しい
和のベルジャンホワイト

〔長野〕

1100
420ml 1300
300ml

Yuzu Kosho Sour

1000
470ml 1300
300ml

1000
420ml 1250
300ml

1100
しっかりしたコクと程よい苦味で中華との相性良し。 420ml 1340

南信州ビール インディアペールエール

Cardamom Lemon Sour

300ml

Shochu with Oolong Tea
Shochu with Jasmine tea
Shochu with Green tea

グラス 1合

駿州中屋 山廃仕込 本醸造

Nakaya

120ml

180ml

600

900

【静岡】 五百万石 日本酒度＋６ 辛口

山廃仕込みならではのコクとキレの良さが◎

日高見 純米 極辛口＋１１

Hitakami

800

1100

【宮城】ひとめぼれ 日本酒度＋１１ 極辛口

旨味と酸味のバランスが良い超辛口の本格派、鮮魚に◎

神亀 純米酒

800

Shinkame

1100

【埼玉】 五百万石・美山錦 日本酒度＋６ 辛口

Modern Senkin

900

1200

900

1200

【栃木】 ドメーヌ・山田錦 日本酒度非公開

さわやかな吟醸香と上品な甘味。蒸し料理と◎

七田 純米吟醸 火入れ

Shichida

【佐賀】山田錦 さがの華 日本酒度±０ やや辛口

華やかな吟醸香と綺麗なキレ味、
さっぱりした和食に◎

楯野川 純米大吟醸 源流

Tatenogawa

【山形】山形県産美山錦 日本酒度±0～＋1

（黒麹）

550

さくらじま

（白麹）

550

海

（黄麹）

700

Sakurajima
フルーティーで甘く華やかな香りと旨味
Umi
クセのない甘みと鮮烈な香り、爽快な喉ごし

炎舞

（黒麹）

Homai
しっかりした芋の香りと、
心地よい余韻が続く一杯

口当たりなめらか、
飲み応えあるコクとキレ、
コクのある中華に◎

モダン仙禽 無垢

黒霧島

Kuro Kirishima
トロッとした甘みとキリッとした後味

700

1000

やや辛口

綺麗な甘味と優しい余韻の酸とキレ、
さっぱりした和食に◎

650

優舞

（白麹）

650

三岳

（白麹）

700

yuumai
口当たりが優しく芳醇な完熟芋からくる旨味が特徴的
Mitake
薩摩焼酎らしい黄金千貫の香りとうまみ

晴耕雨読

（黒麹）

650

黒瀬 やきいも

（白麹）

650

Seikoudoku
芋の優しい甘味とかすかなカカオの香りが漂う一杯
Kurose Yakiimo
香ばしい香りとまろやかな風味の元祖焼き芋焼酎

他、
おすすめの日本酒取り扱い御座います。
中々

650

Naka naka
上品な甘味と香ばしさを感じるも口当たりの軽い麦焼酎

特蒸 泰明

Tokujo Taimei
深いスモ―キーな香りと重量感ある飲みごたえ

蔵の師魂 謹譲 かめ壷貯蔵

シャンドン ブリュット
オーストラリア ヴィクトリア / シャルドネ、
ピノムニエ
プレミアムスパークリング、華やかでコクあり

ラムーラオーガニック ビアンコ
イタリア シチリア / カタラット
魚介にぴったりなフレッシュ・フルーティーワイン

ラムーラ オーガニック ロッソ
イタリア・シチリア / ネルダヴォラ
軽やかなボディにジューシーな果実味

他、
おすすめの自然派ワイン取り扱い御座います。

800
600

550
650

Kuranoshikon
熟成による芳醇な香りと優しい口当たりに深みのある余韻

七田 吟醸酒粕

Shichida
豊かな吟醸香とフルーティーな香りキレの良い飲み口

700

Yayoi
黒糖の優しい甘味と香りの余韻が心地よい一杯

稲乃露

550
600

Inenotsuyu
芳醇な香りと甘すぎないとろみに香りの余韻を長く味わえる

定番(芋・麦・キンミヤ)
飲みきり

四合徳利セット
［720ml］3300

3500

ラムーラ オーガニック ロッソ

3600

シャンドン ブリュット

5200

エラスリス エステート カベルネ・ソーヴィニヨン

3800

カーサ ディ モンテ カドモ

3800

ラ・ソシアル リオハ

4300

イタリア ヴェネット / トレゼッラ
Italy Venette / Tresella
柑橘系アロマと果実味のバランスの取れた、
目の覚めるような爽快感のある極辛口

オーストラリア ヴィクトリア / シャルドネ、
ピノムニエ
Victoria, Australia / Chardonnay, Pinomnier
プレミアムスパークリング、
華やかでコクあり

京都丹波ワイン てぐみ 26 2021

日本 京都 / ピノブラン、
ピノノワール、
セミヨン 他
Kyoto, Japan / Pinot Blanc, Pinot Noir, Semillon etc.
無濾過生詰め、
発酵由来の吟醸香が特徴的で日本酒のようなニュアンスを
持つ料理に寄り添う微発泡ワイン

［500ml］ 500
烏龍茶
レモンカット ［1玉分］330
［500ml］ 330
炭酸水

イタリア シチリア / ネロ・ダーヴォラ
Italy Sicily / Nero Davora
滑らかボディにジューシな熟した果実味、
デイリーながら高品質

チリ アコンカグア / カベルネ・ソーヴィニヨン、
メルロー
Aconcagua, Chile / Cabernet Sauvignon, Merlot
熟したベリーにほんのりミントのような華やかさがある

5800

イタリア トスカーナ / サンジョベーゼ、
カナイオーロ、
トレッビアーノ
Italy Tuscany / Sangiovese, Canaiolo, Trebbiano
昔ながらのブレンドで白葡萄を混醸、ずっと飲んでいられるような飲み飽きない味わい

スペイン リオハ / テンプラニーリョ
Spain Rioja / Tempranillo
フルーティな味わいから密度のある柔らかい果実味で長い余韻

ラムーラ オーガニック ビアンコ

3400

酒井 ワイナリー まぜこぜワイン

4800

エラスリス エステート シャルドネ

3900

ドメーヌ デ グラス レゼルヴァ ピノノワール

5000

キュヴリエ ルージュ

5300

テヌーテ デットーリ レノス ロッソ

5500

ドメーヌ・ラモネ ブルゴーニュ パストゥグラン

6800

イタリア シチリア / カタラット
Sicily, Italy / Katarat
爽やかさの中にある心地よいほろ苦さ、
デイリーながら高品質

チリ アコンカグア / シャルドネ

Aconcagua, Chile / Chardonnay
りんごのような香り 程よいコク

ジャンマリーペネ トゥーレーヌ ソーヴィニヨン・ブラン 4200
フランス ロワール / ソーヴィニヨン・ブラン
Loire, France / Sauvignon blanc
グレーぷフルーツやハーブの香りが華やかで果実のボリューム感も感じる

鳥居平今村 勝沼ブラン

日本 山梨 / 甲州
Yamanashi, Japan / Koshu
じんわり優しい味わいと、
ほんのりほろ苦さがアクセント

熊本ワイン デラウェア

日本 熊本 / デラウェア
Japan Kumamoto / Delaware
摘みたてのデラウェアの香りと、
すっきりとした酸のぶどうの美味しさが詰まった辛口

600
弥生

トッレゼッラ プロセッコ

4500

イタリア サルデーニャ / カンノナウ、
モニカ、
パスカーレ
Italy Sardinia / Cannonau, Monica, Pascale
果実の甘みとエキス分がたっぷり、
自然派で濃いタイプではないが飲みごたえは充分

4600

5000

ジャン・レオン 3055 シャルドネ

5600

セガン・マニュエル マコン・ヴィラージュ

6500

スペイン カタルーニャ / シャルドネ
Spain Catalunya / Chardonnay
フルーツの力強いアロマ。
口に含むと豊かな果実味と
フレッシュな酸味が広がり、
余韻も長い

フランス ブルゴーニュ / シャルドネ
France Burgundy / Chardonnay
果実味とミネラル感が美しく調和し、
なめからな質感

チリ / ピノ・ノワール
Chile / Pinot Noir
軽やかなフルーティーさきめ細やかな酸がバランスよく、
エレガントでありながら、
お食事と共に楽しめる

フランス ボルドー / カベルネ・ソーヴィニヨン、
メルロー
Bordeaux, France / Cabernet Sauvignon, Merlot
軽やかながらも、
余韻も長く、
複雑味もある深い味わい

トゥーレ リースリング カビネット

ドイツ ラインヘッセン / リースリング
Germany Rheinhessen / Riesling
凝縮したミネラル感、
しっかり熟した果実味とアロマ

日本 山形 / まぜこぜ
Japan Yamagata / Mix
"澱がらみワインを再沈殿するまで待ち、
上澄みのみを瓶詰めした
“まぜこぜワイン”

フランス ブルゴーニュ / ピノ・ノワール、
ガメイ
France Burgundy / Pinot Noir, Gamay
美しい果実味と気品漂うエレガントな味わい。
1年に僅か6樽しか生産されず、
希少価値の高い1本

