
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 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 
 

 
 Non Alcoholic Cocktail 

   おすすめノンアルコールカクテル 
 

Cherry Blossom 
櫻花爛漫(おうからんまん)   ¥1,200 

                     

 大観苑オリジナル「櫻」ベースのノンアルコールカクテル。 

甘酸っぱい櫻を、ライム、ジンジャーエールと合わせた 

爽やかでスッキリとした味わい。 

春季限定「櫻花爛漫」をお楽しみください。 

 

  

 Health Cocktail       ¥1,100 
 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。 
  



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各種 ¥1,100 

(サントリー・アサヒ・キリン・サッポロ) 
  

 

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 Ptato・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 
 

 Glass  Pot  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) 

 
Hua tiao jia fan    ¥2,500 

花彫加飯 紹興酒  (360ml) 
 
 

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”  ¥4,000  ¥60,000 

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 
 

White Wine 
 

Riesling Estate 2015 Famille Hugel        France Alsace    

リースリング エステート ファミーユ フューゲル  フランス アルザス 
 

品種 Riesling  
 

繊細で表情豊かなフルーティーさと、ミネラルの香りもわずかに漂います。

口に含むと程よくドライな心地良いリースリングの味わいが広がり、バラ

ンスのとれたしっかりとした骨格、わずかに果汁感とほどよい塩分を感じ

させます。 
 
 
 

 Glass ¥2,100   
 
 

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 Sauvignon Blanc / Muscadelle / Sémillon   
 

  
ボルドー地方の完熟したソーヴィニョン・ブランを中心に造られる辛口白ワ

イン。フレッシュハーブやシトラスの香りが心地よく、豊かな酸と果実味が

口の中に広がる爽やかな白ワインです。 
 
 
 
 

 Glass ¥2,400 
  
 

 

Chassagne Montrachet 2017 Louis Jadot France Bourgogne 
シャサーニュ モンラッシェ ルイ ジャド   フランス ブルゴーニュ 

 

品種 Chardonnay  
 

 
ピュリニー モンラッシェ、ムルソーと並ぶブルゴーニュを代表する優れた

白ワイン。 

エレガントでフロール、フルーツやハチミツを思わせるアロマも、果実味と

綺麗なミネラルを感じる力強いリッチな白ワインです。 
 

 

 Glass ¥3,400  

 

 



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 
 

Red Wine 
 

Rosso di Montalcino 2016 Fligni  Italy Toscana 

ロッソ ディ モンタルチーノ フリーニ イタリア トスカーナ 

 

品種 Sangiovese  
 
スミレや野イチゴなどの赤いベリー系果実の香り。美しい酸と程よい 

タンニン分で口当たりも滑らか、果実の余韻を十分に楽しめワインです。 
 
 
 
 
 

 Glass ¥2,100   
 
 

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 Pinot Noir 

 
フランス、ブルゴーニュ地方北部で栽培されたピノ ノワールで造られます。

冷涼な環境由来の、ラズベリーやバラの花びらの華やかな芳香があり、 

バランスのとれた果実味と豊かな酸味が特徴です。 
 
 
 

 Glass ¥2,400   
 
 
 

Château Cantemerle 2015 France Bordeaux 
シャトー カントメルル フランス ボルドー 
品種 Cabernet Sauvignon / Merlot /  

 Cabernet Franc / Petit Verdot 
 

カシスや赤い果実の香りが広がり、スミレの花やほのかに湿った土のニュア

ンスを感じます。果実味としなやかな酸、程よいタンニンがあるフルボディ

ーワインです。 

格付け 3 級シャトーに匹敵すると言われているオーメドック地区でトップ

クラスのワインです。 
 
 

 Glass ¥3,400  
  

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。 
There are more wine bottles are on the wine list. 



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. 

SOMMELIER SELECTION WINE 
 

 

White Wine  
 

 Château Carbonnieux Blanc 2011  ¥ 17,000 
 シャトー カルボニュー ブラン    

  

 Sauvignon Blanc / Semillon  Bordeaux France 
 

グラーヴ地区の格付けシャトーが手掛ける白ワイン。ブドウ品種に

は選抜されたソーヴィニヨンブランの鮮やかさとセミヨンが舌触り

とボリュームを与え、生き生きとしたストラクチャーが生成されて

います。熟成したカルボニューブランは砂糖漬けのドライフルーツ

のようなフレーバーを携え、幅広い料理とも相性が良いです。 
 
 

 Chardonnay, Estate Grown 2015 Grgich Hills ¥ 24,000 

 シャルドネ エステート グロウン ガーギッチ ヒルズ  
  

 Chardonnay Napa Valley California,U.S.A 
 

1976 年に行われたフランス対カルフォルニアのブラインドテイス

ティング対決、「パリスの審判」で白ワインのナンバーワンに輝いた

モンテレーナ シャルドネを造ったマイク ガーギッチが 1977 年に

設立したワイナリー。現在でもカルフォルニアで白ワインのトップ

クラスのワイン。熟した果実やココナッツの香りがあり、しっかり

としたボディーと洗練した酸を感じる味わいです。 
 

Red Wine 
 

 Alpha Omega Two Spuared Red 2016  ¥ 25,000 

 アルファ オメガ Ⅱ スクエアー レッド 
 

 Cabernet Sauvinon / Merlot / Cabernet Franc Napa Valley California,U.S.A 
  

カルフォルニア ナパヴァレーのブティックワイナリー アルファオ

メガ。ワイン界の巨匠ミシェル ロラン氏をワインコンサルタントに

迎え高品質なワインを産み出しています。高級カリフォルニアワイ

ンらしい、ジャミーな味だが、甘いニュアンスよりもエレガントさの

ある果実味を感じます。樽のニュアンスも綺麗めで、ビロードのよう

なタンニンの質感は流石の一言です。 
 

 Château Canon 2007  ¥ 36,000   

 シャトー カノン 
  

 Merlot / Cabernet Franc   Saint- Emilion France 
 

1996 年から有名ブランド「シャネル」のオーナーであるヴェルメテ

ール家が所有するサンテミリオン グランクリュワイン。 

香りはブラックベリー、徐々に焼き栗のような甘く香ばしい香り。 

果実味は控えめながら、タンニンは溶け込んでおりとてもバランス

のとれた味わいで、今が飲み頃のワインです。 
  



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. 

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                               

 響 ブレンダーズ チョイス  
 

 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。 

  ¥2,300 
 

 Taketsuru Pure Malt 17 yrs.old     

 竹鶴ピュア モルト 17 年  
 

 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。 
 

  ¥2,600 

 
 

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              ¥2,500                  
響 ブレンダーズ チョイス   
 

Hibiki 21yrs.old                                        ¥4,500 

響 21 年 
 
 

Suntory Mineral Water   ¥300 

サントリー ミネラルウォーター 

Suntory Yamazaki Premium Soda  ¥350 

サントリー 山崎プレミアム ソーダ 



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. 

 

 
 

SHERRY・シェリー 
 

 

Gonzalez Byass Tio Pepe ¥950 

ゴンザレス ビアス ティオ ペペ 
 
 

 



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 

 

  
Fresh Lemon Squash ¥1,200 

フレッシュレモンスカッシュ 

 
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 

 
Apple Juice ¥700 

アップルジュース 

 
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) 
 
Ginger Ale (Regular or Dry) ¥700 

ジンジャエール (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 
 
 

Coffee・Tea ¥700 

コーヒー・紅茶    
 
Espresso ¥800 

エスプレッソ 

 



別途、税金及びサービス料 10％を加算させていただきます。 
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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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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。 

 
 

 


