
　日本酒　Japanese Sake

聴泉　燗酒 Cho-Sen

　本醸造　辛口　酒度 ＋4 150ml ￥920

竹葉 Chikuha

　純米　やや辛口　酒度 ±0 150ml \920

300ml \1,700

献上 竹葉 Kenjyo Chikuha

　大吟醸　辛口　酒度 ＋5 150ml \1,800

300ml \3,500

世界で最も知られる日本酒

獺祭 -磨き三割九分- Dassai

　純米大吟醸　日本酒度：非公開 180ml \2,350

300ml \4,500

ボトル 720ml \10,000

※ 表示料金にはサービス料15％・消費税10％が含まれております。 
※ The Prices include 15% service charge and 10% consumption tax. 



日本酒　Japanese Sake

常きげん -風神- Jyokigen -Fujin-

　風神の名の通り、風のようにスッと入る飲み心地で、熟成された旨みが特長。
　雷神との飲み比べをお愉しみくださいませ。

　純米吟醸　やや辛口　酒度 ＋2 150ml \1,900

300ml \3,700

ボトル 720ml \8,700

常きげん -雷神- Jyokigen -Raijin-

　酒造りの神様農口尚彦氏の流れを汲む鹿野酒造の銘酒。
　山田錦100%で造った雷神の名に ふさわしいキレの良い辛口の吟醸です。

　吟醸　やや辛口　酒度 ＋3 150ml \1,700

300ml \3,300

ボトル 720ml \7,700

〆張鶴 -純- Shimeharizuru -Jun-

　酒米“五百万石”だけで、天然の味を最高に生かした純米吟醸酒。
　〆張鶴の中でも特に人気が高く、飽きのこない逸品です。

　純米吟醸　やや辛口　酒度 ＋3 150ml \1,650

300ml \3,200

ボトル 720ml \7,400

立山 Tateyama

　北陸最大を誇る立山酒造で生み出される、上質な吟醸酒。
　ほのかに香る吟醸香、淡麗でスッキリとした喉越しとキレのよい後口。

　吟醸　辛口　酒度 ＋4 150ml \1,400

300ml \2,700

ボトル 720ml \6,200

加賀鳶 -極寒純米- Kaga Tobi

　金沢で最も長い歴史をもつ酒蔵福光屋が醸す、定番といえる純米酒。
　「もう一杯飲みたい」と思わせるキレの良さが特長の純米酒です。

　極寒純米　辛口　酒度 ＋4 150ml \1,280

300ml \2,500

ボトル 720ml \5,800

※ 表示料金にはサービス料13％・消費税10％が含まれております。 
※ The Prices include 13% service charge and 10% consumption tax. 



焼　酎　Spirits

森伊蔵は初代より受け継いだ技で、契約栽培の薩摩芋(黄金千貫)を用い、
昔ながらのかめ壷でじっくりと熟成発酵させた焼酎です。
甘みのあるすっきりとしてまろやかな味わいが好まれ、
生産量が限られているため、「幻の焼酎」とも言われています。

森伊蔵 （鹿児島） Mori Izou グラス \1,280

720ml \13,000

3年古酒  極上 森伊蔵
　３Years Koshu Mori Izou 720ml \19,000

10年古酒  楽酔喜酒 森伊蔵
　10Years Koshu Mori Izou 600ml \74,000

一粒の麦 Hitotsubu no Mugi グラス \880

（鹿児島） 720ml \7,200

吾空 Gokuh グラス \1,050

（福岡） 720ml \8,800

富乃宝山 TominoHouzan グラス \980

（鹿児島） 720ml \8,200

千鶴 Chizuru グラス \1,050

（鹿児島） 720ml \8,800

のみよし Nomiyoshi グラス \1,450

（石川） 720ml ￥12,800

＜麦＞

＜丸芋＞

ボトルBottle

かめ壷焼酎　森伊蔵 　Mori Izou

ボトルBottle

ボトルBottle

ボトルBottle

ボトルBottle

ボトルBottle

ボトルBottle

ボトルBottle

＜芋＞

※ 表示料金にはサービス料13％・消費税10％が含まれております。 
※ The Prices include 13% service charge and 10% consumption tax. 



シャンパン　Champagne

モエ エ シャンドン ¥15,000
　Moët & Chandon

¥9,000

ポールスター　Polestar \1,000

ウィスキー　Whisky

「竹鶴」ピュアモルト \1,100

　Taketsuru Pure Malt \1,100

\19,000

シーバス リーガル 12年 \1,000

　Chivas Regal 12years \1,000

\13,000

ビール  Beer

生ビール（小）　ヱビス　Draft Beer YEBISU \780

生ビール（中）　ヱビス　Draft Beer YEBISU \990

ビール（小瓶）　サッポロ・アサヒ・キリン \990
　Bottle Beer　      SAPPORO , ASAHI , KIRIN

ノンアルコールビール（小瓶） Non-Alcoholic Beer \800

果実酒　Fruit wine

加賀の梅酒「萬歳楽」  Kaga  Ume-shu \850

ソフトドリンク　Soft Drinks

マスカットグレープジュース　　 Mascat Grape Juice \680

オレンジジュース Orange Juice \680

アップルジュース Apple Juice \680

コーラ Cola \680

ウーロン茶 Oolong Tea \680

ジンジャーエール Ginger Ale \680

ペリエ Perrier \770

ミネラル Water \390

ボトル 　   Bottle

シングル    a single

ハイボール Whiskey and Soda

ボトル 　   Bottle

スパークリングワイン　Sparkling wine

ボトル Bottle

1/2Bottle

　グラス  a Glass

シングル    a single

ハイボール Whiskey and Soda

※ 表示料金にはサービス料13％・消費税10％が含まれております。 
※ The Prices include 13% service charge and 10% consumption tax. 



ワイン Wine

　　グラスワイン　 a Glass　120ml

　　[白]　　マン ヴィントナーズ オーカ シュナン・ブラン \1,000
 　[Blanc]　　MAN Vintners Okha Chenin Blanc　（南アフリカ）

　　[赤]　　マン ヴィントナーズ オーカ ピノタージュ \1,000
 　[Rouge]　　MAN Vintners Okha Pinotage　（南アフリカ）

　　ボトルワイン 　a Bottle　750ml

　　[白]　　クラレンドル・ブラン \9,000
　 [Blanc]　　 CLARENDELLE BLANC（フランス）

　　フレッシュハーブのような爽やかな香りが特長。

　　薬味を添えるイメージでワインの風味を合わせると料理が一層美味しくなります。

　 ラブレ･ロワ シャブリ･プルミエ･クリュ･フルショーム \13,800
　　　LABOURE-ROI CHABLIS PREMIER CRU FOURCHAUME（フランス）

　　辛口の代名詞「シャブリ」。魚介類とは文句なしの組み合わせです。

　　上質な1級畑フルショームのシャブリのため、力強さと余韻の長さは流石のひと言です。

　　[赤]　　クラレンドル・ルージュ・メドック \9,000
 　[Rouge]　　CLARENDELLE ROUGE MEDOC（フランス）

　　果実味主体のミディアムボディ。

　　名門シャトー・ムートンが手掛けるお手頃ボルドーワイン。

　 カーヴ･サン･ピエール シャトーヌフ･デュ･パプ \13,800
　　　CAVES SAINT-PIERRE Châteauneuf du Pape（フランス）

　　太陽の恵みを受けた完熟ブドウ由来の力強い果実味が楽しめるフルボディ。

　　当店名物の治部椀ともよく合います。重めがお好みならこちらがおすすめです。


