お酒 alcohol
ビール Beer
・瓶ビール（小瓶 334ｍｌ） Bottled Beer（Small bottle334ｍｌ）
￥715
・瓶ビール（中瓶 500ｍｌ） Bottled Beer（Mediuml bottle500ｍｌ） ￥1,045
日本酒 Sake
・加賀鳶 極寒純米 辛口（石川）180ｍｌ Japanese Sake “Kagatobi“ 180ｍｌ ￥1,485
日本酒度+4 酸度 1.8 酒造りに最も適した厳冬の時期に、低温発酵でじっくりと仕上げた純米酒です

・男山 生もと純米（北海道）

180ｍｌ Japanese Sake “Otokoyama“ 180ｍｌ

￥1,485

日本酒度+1 酸度 1.6 伝統的な醸造法である生もと作りの深みのある芳醇な辛口です。米の旨みを感じさせる香りです。
燗にするとさらに味が膨らみ、やさしい味わいになります。

・春鹿 純米 超辛口（奈良）

180ｍｌ Japanese Sake “Harushika“ 180ｍｌ

￥1,485

日本酒度+12 酸度 1.5 伝統ある技術が生んだ究極の辛口酒です。見事に調和したコクとキレをご賞味ください。

・八海山 普通酒 （新潟）

180ｍｌ Japanese Sake “Hakkaisan“ 180ｍｌ

￥1,485

日本酒度+5 酸度 1.4 日本酒清酒 八海山は、吟醸酒に叶う高度精白米の使用と低温長期発酵による贅沢な製造管理のもとで
生まれました。仕込み水として使用している「雷電様の清水」の如く、すっきりとした飲み飽きしないこの酒はまさに“酒飲みの酒”と言えるでし
ょう。

・菊正宗 香 本醸造冷酒 180ｍｌ

￥1,100

・ 澤乃井 大辛口冷酒 180ｍｌ Japanese Sake “Ｓawanoi” 180ｍｌ

￥1,100

Japanese Cold Sake “Kikumasamune Kaori“ 180ｍｌ
日本酒度+0.5 酸度 1.1 香りが華やかに広がる爽やかな飲み心地の美味しい冷酒。

日本酒度+10.0 酸度 1.8 繊細な旨辛のバランスと抜群のキレ味、大辛口の純米酒 澤乃井といえば大辛口。きっちりとしまった飲み
口。キレの良さが料理を一層引き立てます。

・越の誉 特別純米 彩（新潟）

300ｍｌ Japanese Sake “Koshinohomare“ 300ｍｌ

￥1,815

日本酒度：+3 酸度 1.5 新潟県産にこだわり契約栽培で育てた特別な酒造好適米と米山山系伏流水が見事なバランスを奏でる
越の誉自信の辛口純米酒。

・賀茂鶴 純米吟醸（広島）

300ｍｌ Japanese Sake “Kamotsuru“ 300ｍｌ

￥1,815

日本酒度: +4.0 酸度 1.5 米の旨味を生かした辛口純米酒. 原料米のもつ旨味と純米特有の酸味とがほどよくマッチした爽やかな
辛口純米酒。

・福徳長 純米吟醸酒（山梨）

300ｍｌ Japanese Sake “Fukutokuchiyo“ 300ｍｌ

￥1,925

日本酒度+2.0. 酸度 1.6 国産米 100％使用。米の旨みが冴え、華やかな香味を楽しめる純米吟醸酒です。

・浦霞 純米（宮城）

300ｍｌ Japanese Sake “Urakasumi “ 300ｍｌ

￥2,145

日本酒度+1～+2 酸度 1.3 米の旨みが存分に生きた、すっきりとバランスのよい味わい。

・南部美人 本醸造 生貯蔵酒 300ｍｌ Japanese Sake “Nanbubijin” 300ｍｌ
ヴィーガン認定 ＶＥＧＡＮ

￥1,430

日本酒度：+5 酸度：1.3 地元では定番の冷酒で、出荷前に一度火入れをしています。
麹の造り方を工夫することで生ヒネを抑えています。
すっきりとした清涼感がありますが、厚みも感じられるお酒です。
日本酒度
甘辛を知るための目安となる数値で、水の比重をゼロ（±0）としたとき、酒の比重はいくらであるかを数値化したものです。糖分を中心とするエ
キス分が多い酒ほど重くなりマイナス（－）に、エキス分が少ない酒ほど軽くなりプラス（＋）に傾きます。日本酒度のマイナスの数字が大きい
ほど濃醇で甘く、プラスの数字が大きいほど淡麗で辛い傾向にあるといわれます。しかし甘辛の感じ方は、日本酒度だけでなく酸度にも影響
され、そのバランスによって微妙に異なります。
酸度
酒の味に酸味や旨味をもたらす有機酸（乳酸、コハク酸、リンゴ酸など）の量を相対的にあらわす数値です。日本酒度が同じ酒で比べると、
酸度が高いと甘味が打ち消され辛くて濃く、逆に酸度が低いと甘くて淡麗に感じます。
※価格はサービス料 10％を含んでおります 別途消費税をお預かりいたします
Price includes 10% service charge. Tax not included in the price.

焼酎（芋） Shochu（Sweet potato）
・黒霧島 25° Japanese Shochu “Kurokirishima “
ボトル Full bottle 900ｍｌ ￥3,410

グラス Glass

\440

・さつま司 25° Japanese Shochu “Satsuma Tsukasa“
ボトル Full bottle 720ｍｌ ￥3,960
グラス Glass

\550

焼酎（麦） Shochu（wheat）
・いいちこ 25° Japanese Shochu “Ichiko “
ボトル Full bottle 900ｍｌ ￥3,520

グラス Glass

\440

・神の河 25° Japanese Shochu “Kannoko“
ボトル Full bottle 720ｍｌ ￥4,180

グラス Glass

\550

ウイスキー whisky
・ブラックニッカクリア瓶 Japanese Whisky “Black Nikka “
ボトル Full bottle 700ｍｌ ￥3,300
グラス Glass
水割り Water split、ソーダ割り Soda split、ロック rock

\495

梅酒 Plum wine
・梅暦 5 年貯蔵酒 Plum wine “Umegoyomi“
ボトル Full bottle 720ｍｌ ￥3,630
ソーダ割り Soda split、ロック rock

グラス Glass

\605

赤ワイン red wine
・グラスワイン（赤）Glass wine (red)

￥550

・ワイン（赤）シャトー・ベル・エール Ｗｉｎｅ（Red）Château Bel Air
ハーフボトル Half ｂottle 375ｍｌ ￥3,080
フルボトル Full bottle 750ｍｌ ￥5,280
・ワイン（赤）ｼﾞｬﾝ･ｸﾛｰﾄﾞ･ﾏｽ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ ﾚｾﾞﾙｳﾞ
Ｗｉｎｅ（Red）Jean-Claude Mas Pinot Noir Reserve
フルボトル Full bottle 750ｍｌ ￥4,620
・ワイン（赤）ﾓﾛｰ･ﾙｰｼﾞｭ / J.ﾓﾛｰ Ｗｉｎｅ（Red）J. Moreau & Fils Rouge
ハーフボトル Half ｂottle 375ｍｌ ￥2,640

白ワイン White wine
・グラスワイン（白）Glass wine (White)

￥550

・ワイン（白）アルディッシュ・シャルドネ Ｗｉｎｅ（White）Ardèche Chardonnay
ハーフボトル Half ｂottle 375ｍｌ ￥3,080
フルボトル Full bottle 750ｍｌ ￥5,280
・ワイン（白）ｼﾞｬﾝ･ｸﾛｰﾄﾞ･ﾏｽ ｳﾞｨｵﾆｴ ﾚｾﾞﾙｳﾞ
Ｗｉｎｅ（White）Jean Claude Mas Viognier Réserve
フルボトル Full bottle 750ｍｌ ￥4,620
・ワイン（白）ﾓﾛｰ･ﾌﾞﾗﾝ / J.ﾓﾛｰ Ｗｉｎｅ（White）J. Moreau & Fils Blanc
Half ｂottle 375ｍｌ ￥2,640
※価格はサービス料 10％を含んでおります 別途消費税をお預かりいたします
Price includes 10% service charge. Tax not included in the price.

