
別途、税金及びサービス料 10％を加算させていただきます。 
Service charge and consumption tax will be added to your bill. 

Champagne 
おすすめシャンパーニュ 

 

 

Drappier Otani Brut 

ドラピエ オータニ ブリュット 
 
品種 Chardonnay / Pinot Noir / Meunier 

 
                                                                               

 
      

世界最古のセラーを所有する「ドラピエ」その中でも 

ブラン ド ノワールの様な豊かな芳香、有機栽培ならでは

の黒ぶどう本来の果実味に溢れ、優しく身体に染み込むよ

うな透明感のある味わいが特徴のシャンパーニュです。 

 
 Glass ¥2,400  Bottle ¥15,000 
  

 

 

 

 
Non Alcoholic Sparkling 

おすすめノンアルコールスパークリング 

 

 

So Jennie Rosé 
ソー ジェニー ロゼ 

 

ラグジュアリーなアルコール 0％ 

 

ガメイ、プールサール、シャルドネ、ミュスカなどフランス

原産のブドウ品種を主に使用し一部ヨーロッパ産の品種を

ブレンドしています。 

 

砂糖や人工甘味料を一切加えていないため、グラス 1 杯あた

り 25 カロリーという低カロリーを実現しました。アルコー

ル 0％の為、未成年、妊婦、宗教上お酒が飲めない方でもお

楽しみいただけます。 
 

  
Glass ¥1,500 Bottle ¥9,000 



別途、税金及びサービス料 10％を加算させていただきます。 
Service charge and consumption tax will be added to your bill. 

Non Alcoholic Drinks 
おすすめノンアルコールドリンク 

 

 
 
 
 

 Cold-brew Alisan Oolong Tea  
氷だし・特級阿里山ウーロン茶        

 

¥1,200 
 
台湾の高山で造られる最高級烏龍茶を、氷で 12 時間 

かけて抽出しました。烏龍茶のやわらかな香りをお楽 

しみください。 
 

 

 

 

 

 
 
 

Grape Time       ¥1,200 

グレープ タイム 
   

季節の「ブドウ」と相性のいい「ピーチ」を、 

「フルーツ酢」と合わせ、スッキリとした 

味わいのノンアルコールカクテルです。 

残暑の厳しい季節に是非お試しください。 

 
 
 
 
 

   
Osmanthus Breeze 

ケイファー 

桂花ブリーズ           ¥1,200 

 
秋のそよ風を感じさせる「金木犀」をベースにしました。 

秋にピッタリの爽やかな味わいです。             

金木犀の香りには、リラックス効果があります。 

 
 



別途、税金及びサービス料 10％を加算させていただきます。 
Service charge and consumption tax will be added to your bill. 

BEER ・ビール 
 

 
The Suntory Premium Malt’s MASTER ’s DREAM  (Draft)   ¥1,500 

サントリー プレミアムモルツ マスターズドリーム (生)   
 

Asahi Super Dry (Draft) アサヒ スーパードライ(生) ¥1,200 
 
 
 

Suntory Premium Malt’s サントリー プレミアムモルツ  ¥1,200 
 

Asahi Super Dry アサヒ スーパードライ ¥1,100 
 

Kirin Lager キリン ラガー ¥1,100 
 

Sapporo Black Label サッポロ 黒ラベル ¥1,100 
 
 

Non-Alcohol Beer ノンアルコールビール ¥1,100 
  

 

SAKE ・ 日本酒 
 

Hakutsuru (Pot 180ml)  ¥1,000 
白鶴･飛翔 
 

Hakkaisan Ginjo (Bottle 300ml)  ¥4,000 
八海山･吟醸 
 

Kagamida Daiginjo  (Bottle 720ml) ¥12,000 
鏡田・大吟醸 
 

Dassai Daiginjo 39% (Bottle 720ml)       ¥12,000 
獺祭･純米大吟醸 磨き三割九分 

 
 

SHOCHU ・ 焼酎 
 

Sweet Potato・芋焼酎 
 Glass   Bottle 
“Tomino Houzan” 富乃宝山  鹿児島    ¥1,000  ¥10,000 
 
“Sato Kurokoji”  佐藤 黒麹 鹿児島  ¥1,700   ¥17,000 
 

Malt・麦焼酎 
 

“Kicchomu” 吉四六    大分 ¥1,000   ¥10,000   
 

“Sato ” 佐藤     鹿児島 ¥1,400   ¥14,000 



別途、税金及びサービス料 10％を加算させていただきます。 
Service charge and consumption tax will be added to your bill. 

CHINESE RICE WINE・紹興酒 
 

     Bottle 
“Yue wang tai” 30yrs.old                  ¥90,000 

「越王台」陳醸 30 年 紹興花雕酒           (500ml) 
 
“Gu yue long shan” 25yrs.old      ¥60,000 

「古越龍山」陳醸 25 年 千福花雕    (500ml) 

 
“Yue guo wang pai” 20yrs.old     ¥35,000 

「越国王牌」陳年 20 年 紹興皇酒   (500ml) 

 
“Shao xing gui jiu” 15yrs.old    ¥17,000 

「紹興貴酒」陳年 15 年 紹興酒   (500ml) 

 
“Gu yue long shan” 10yrs.old      ¥13,000 

「古越龍山」陳醸 10 年 紹興酒    (500ml) 

 
 Pot 
 

Hua tiao jia fan    ¥2,500 

花彫加飯 紹興酒  (360ml) 
 

 Glass       
 

Shanghai Hi-story             ¥1,800  ¥10,000 

上海老酒 (90ml) (500ml) 
  
 
Dried Plum 

干し梅                     ¥600 
Lemon  Slice or Cut 

レモン（スライスまたはカット）       ¥500 

 

CHINESE SPIRIT・蒸留酒 

 
KWEICHOW “Mou tai jiu”  ¥5,000  ¥80,000 

貴州「芽台酒」 (30ml)  (500ml) 

 

FRUITS LIQUER ・果実酒 
 

“Gui hua chen jiu”  ¥750  ¥6,000 

「桂花陳酒」 (50ml)       (500ml) 

 
“Xing lou jiu”   ¥750   ¥6,000 

「杏露酒」 (50ml)    (500ml) 
 
Yamazaki Umeshu           ¥1,300       ¥15,600                         

山崎蒸留所貯蔵   京都    (60ml)            (750ml)  

焙煎樽熟成梅酒                                 



別途、税金及びサービス料 10％を加算させていただきます。 
Service charge and consumption tax will be added to your bill. 

GLASS WINE SELECTION 
 

Champagne 
 

Drappier,Otani Brut         

ドラピエ オータニ ブリュット   
 

品種 シャルドネ / ピノ ノワール / ムニエ 
 

 Glass ¥2,400  Bottle ¥15,000 
 
 

White Wine 
 

Château La Fleur Lescours 2017  France Bordeaux 
シャトー ラ フルール レスクール   フランス ボルドー 
 

品種 ソーヴィニヨン ブラン / ミュスカデル / セミヨン  
 

 Glass ¥2,400  Bottle ¥14,000 
 
 

Rully Les Plantenays   France Bourgogne  
2015 Louis Max Collection  フランス ブルゴーニュ 

リュリー レ プラントネイ ルイ マックス コレクション 
 

品種 シャルドネ 
 

 Glass ¥2,400  Bottle ¥14,000 

 
 

Red Wine 
 

Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits   France Bourgogne  

 2016 Louis Max Collection  フランス ブルゴーニュ 

ブルゴーニュ オート コート ドゥ ニュイ ルイマックス コレクション  
 

品種 ピノ ノワール 
 

   Glass ¥2,400 Bottle ¥14,000 
 
 

Chateau de Lescours, Saint-Emilion 2015 

シャトー ドゥ レスクール サンテミリオン 
 

品種 メルロ / カベルネ ソーヴィニヨン / カベルネ フラン / プティヴェルド 

  

   Glass ¥2,400  Bottle ¥14,000 
 
 
There are more wine bottles are on the wine list. Please, let us know at your convenience, 
ボトルのワインは別途、ワインリストのご用意がございます。係にお申しつけください。 



別途、税金及びサービス料 10％を加算させていただきます。 
Service charge and consumption tax will be added to your bill. 

WHISKY ・ウィスキー 
 

 

Japanese High Ball 
国産ウィスキー ハイボール 

日本が世界に誇るウィスキーをハイボールでお楽しみください。 
 

 Hibiki Blender's Choice  High Ball                              

 響 ブレンダーズ チョイス ハイボール  
 

  
 多種多様な樽で熟成を深めた 12 年から一部 

 30 年を超える幅広い酒齢の原酒を厳選し、 

 匠の技で繊細なブレンドを重ねました。 

 奥深く甘やかな味わいと、華やかでやわら 

 かい香りが特長です。                ¥2,600  

  (フェア販売価格)¥2,300 
 Taketsuru Pure Malt High Ball 
 竹鶴ピュア モルト ハイボール 

 
 竹鶴 正孝が生涯をかけて造った、 

 日本最高のピュアモルトウィスキー 

 を贅沢にハイボールでお楽しみください。  
  

 ¥1,800 

 
 
Taketsuru Pure Malt                                  ¥1,700 

竹鶴 ピュアモルト 
 
Taketsuru Pure Malt 17yrs.old                    ¥2,300 

竹鶴 ピュアモルト 17 年 
 
Yamazaki Single Malt                              ¥2,400 

山崎 シングル モルト 
 
Yamazaki Single Malt 12yrs.old                         ¥2,800 

山崎 シングル モルト 12 年 
 
Hibiki Japanese Harmony                                  ¥2,200

響 ジャパニーズ ハーモニー 

 
Hibiki Blender's Choice             (フェア販売価格) ¥2,200 
響 ブレンダーズ チョイス ¥2,500   

 
Hibiki 21yrs.old                                        ¥4,500 

響 21 年 
 

Suntory Mineral Water  サントリー ミネラルウォーター ¥300 
 

Suntory Premium Soda  サントリー プレミアム ソーダ ¥350 



別途、税金及びサービス料 10％を加算させていただきます。 
Service charge and consumption tax will be added to your bill. 

WHISKY ・ウィスキー 

 
Scotch・スコッチ 

 
Ballantine’s 17yrs.old ¥1,800 

バランタイン 17 年 
 

 
Chivas Regal 12yrs.old ¥1,300 

シーバス リーガル 12 年 
 

 
Old Parr 12yrs.old ¥1,800 

オールド パー 12 年 
 

 
Bourbon・バーボン  
 

Maker’s Mark 46 ¥1,600  

メーカーズ マーク 46 
 
 
I.W.Harper 12yrs.old ¥1,800 

I.W.ハーパー 12 年 
 

 
Jack Daniel‘s Black ¥1,300 

ジャック ダニエル ブラック 

 
 
 

COGNAC・コニャック 
 

 
Remy Martin V.S.O.P.  ¥1,800 

レミーマルタン V.S.O.P. 

 

 
Hennessy V.S.O.P. ¥2,600 

ヘネシーV.S.O.P. 

 

 
 

 
 



別途、税金及びサービス料 10％を加算させていただきます。 
Service charge and consumption tax will be added to your bill. 

COCKTAIL・カクテル 
 
 

Champagne & Wine  
 

Kir Royal ¥2,400 

キール ロワイヤル 
 

Kir ¥1,500 

キール 
 

 

Short 
 

Martini ¥1,300 

マティーニ 
 

Yang-Kuei-Fai ¥1,300 

楊貴妃 
 

 

Long 
 

Gin & Tonic ¥1,300 

ジン トニック 
 

Moscow Mule ¥1,300 

モスコ ミュール 
 
Campari (Orange or Soda) ¥1,300 

カンパリ (オレンジ 又は ソーダ) 

 
Cassis (Orange or Soda) ¥1,300 

カシス (オレンジ 又は ソーダ) 
 
China Blue ¥1,300 

チャイナ ブルー 

 
 

国産の材料を使ったジャパニーズスピリッツ 

クラフトジン＆クラフトウォッカをお楽しみください。 
 

Premium Moscow Mule（Haku） ¥1,800 

プレミアム モスコ ミュール (ハク) 
 
Roku & Sonic ¥1,800 

六 ソニック 

 



別途、税金及びサービス料 10％を加算させていただきます。 
Service charge and consumption tax will be added to your bill. 

NON ALCOHOLIC DRINKS 
ノンアルコールドリンク 

 

 

Healthy Cocktail       ¥1,200 
ヘルシーカクテル 
                                  

美容ドリンクとのコラボレーション。 

ピーチとグレープフルーツの爽やかな味わいです。 

レモン 75 個分のビタミン C、ビタミン B1 B6 

Fe(鉄) ナイアシン 配合。 

 

Komatsuna Ginger       ¥1,500 

小松菜ジンジャー 

                                              

 鉄分やカルシウム、ビタミンＡ．Ｃ，Ｅを、多く含む、 

栄養豊富な小松菜ドリンクと,国産生姜を贅沢に使用した 

｢プレミアムジンジャエール」を合わせました。甘さ控え 

めですっきりした味わいです。 

  

 

Apple Juice ¥700 

アップルジュース 
 

 Orange Juice ¥850 
オレンジジュース 

 
Guava Juice ¥700 

グァヴァジュース 

 
Grapefruit Juice ¥700 

グレープフルーツジュース 

 
Tomato Juice                                         ¥700 

トマトジュース 
 
Coca Cola ¥700 

コカ コーラ 

 
Premium Ginger Ale (Regular or Dry)  ¥1,000 

プレミアム ジンジャーエール (レギュラー or ドライ) 
 
Child Beer  ¥900 

こどもびいる 
 
 
 
Oolong Tea                      ¥700 

ウーロン茶 
 
Black Oolong Tea                    ¥950 

黒ウーロン茶 



別途、税金及びサービス料 10％を加算させていただきます。 
Service charge and consumption tax will be added to your bill. 

CHINESE TEA・中国茶 
 

 Pot ポット 
Alishān Wūlóngchá 

特級阿里山烏龍茶（トッキュウアリサン烏龍茶）  森林の豊で奥深い薫り 
 

一年中霧に囲まれた阿里山では優れたお茶が醸されています。 

茶葉には森林の豊で奥深い薫りがたっぷりとしみこんでおり、 

湯を注ぐと上品な香りがゆっくりと広がります。 

台湾を代表する高級茶で、ほのかな甘味と爽やかさが特徴です。 
 
¥1,500 

Dōngfāng měirén 

東方美人茶（トウホウビジン茶）  潤い豊で贅沢な芳香 
 

東方美人茶は台湾茶の中で最も発酵度が高いお茶の一つで、 

台湾のみで生産されています。 

無農薬で栽培され、全て手摘みで収穫された茶葉は一芯二葉です。 

琥珀色のお茶の湯は潤い豊で贅沢な芳香で、「東方美人」の名に 

相応しい上品なお茶です。 
 ¥1,200 
 
Lóngjĭngchá 

龍井茶（ロンジン茶）  免疫力増進 
 

台湾産龍井茶は、台北郊外の木柵地区で栽培されています。 

日本の緑茶に似ていて、中国で親しまれているお茶です。 

釜煎りで発酵をとめている為、コクがあり口当たりも良く、 

飽きのこない爽やかな香りが特徴です。 

ミネラル成分やカテキンやアミノ酸、抗酸化物質が豊富に含まれ、 

免疫力増進など多彩な効果があるといわれています。 

  
 ¥1,200 
 
Pu'ercha 

普洱茶（プーアル茶）  脂肪分解 
 

雲南省南部を原産地とする黒茶の一種です。 

暗褐色で独特な香りを持っています。 

美容にも良いとされ、減肥茶、ダイエット茶としても知られています。 

又、普洱茶には体内脂肪を分解する酵素が唯一含まれています。 
 

 ¥1,200 

Zhēnzhū xiāngpiànchá 

真珠ジャスミン茶（シンジュジャスミン茶）  リラックス効果                    
 

茶葉は手摘みした新芽を使用し、ジャスミンの香りを丁寧に数回重ね

付けしました。湯を注ぐと茶葉が静かにほどけ、心地良い香りが広が

ります。真珠のように丸く仕上げた“真珠ジャスミン茶”です。 
 
¥1,200 
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別途、税金及びサービス料 10％を加算させていただきます。 
Service charge and consumption tax will be added to your bill. 

MINERAL WATER・ミネラルウォーター 
 

Sparkring スパークリング 
 

Badoit  (Bottle 500ml)                硬度 824/France  ¥1,200 

バドワ 

 

硬度 800 度超。わずかな甘みと苦みを感じる天然微炭酸水。 
 

 

San Pellegrino  (Bottle 500ml)             硬度 674/Italia ¥900 

サンペレグリノ 

 

体に大切なミネラルが豊富。 

消化を助けてくれるきめの細かい泡。 

 
 

Perrierr  (Bottle 330ml)                    硬度 415/France ¥900 

ペリエ 

 

硬水なのにクセがなく、刺激的な泡がもたらす爽快な飲み口。 
 
 
 

Still スティル 
 

Okuaizukanayama  (Bottle 500ml)      硬度 66 / Japan ¥1,200 

奥会津金山天然水 

 

奥会津金山町の天然鉱水がそのままボトリングされた天然水。 

 

 

Acqua Panna  (Bottle 500ml)              硬度 108/Italia ¥900 

アクアパンナ 
 

お料理やワインを引き立てる、 

ベルベットの様な滑らかな味わいの中硬水。 
 

 

Evian  (Bottle 750ml)                    硬度 304/France ¥1.200 

エヴィアン 

 

アルプスを約 15 年の歳月をかけて流れて得た、 

優れたミネラルバランス。 

 
 

 


