
FRUITS LIQUEUR & COCKTAIL
果実酒・割ものいろいろ

レモン酒サワー...................................................................................................................................................880
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緑茶ハイ（静岡県産緑茶かぐわし）......................................................................................................880
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アフス　1974 年、1976 年古酒仕込み梅酒（ストレートまたはロック）................................3,280
AFS plum liquor old sake based (1974, 1976)

SOFT DRINK
ソフトドリンク 

セレブレ ノンアルコール スパークリングワイン.............................................................................. 1,080
Celeble non-alcohol sparkling wine (Toyama / Japan) 

渋谷のジンジャーエール きび糖のコクとシナモンの風味で............................................................. 870
Shibuya ginger ale

蕎麦屋のレモネード 国産ドライミントの風味と.................................................................................... 870
Lemonade infused with dried mint

南高梅の梅ソーダ............................................................................................................................................. 870
Ume apricot soda

冷ウーロン茶　静岡県産...............................................................................................................................680
Iced black oolong tea (Shizuoka)

冷緑茶 かぐわし　静岡県産.......................................................................................................................680
Iced green tea (Shizuoka)

りんごジュース 酸化防止剤無添加（青森）.......................................................................................... 870
Apple juice

みかんジュース 保存料無添加（愛媛）.................................................................................................. 870
Mikan orange juice

そば茶（温）.......................................................................................................................................................680
Hot soba tea

奥会津の天然炭酸水 (330ml)　................................................................................................................780
Japanease sparkling mineral water 

プレミアmy山路を登りながら

original CRAFT BEER
クラフトビール

Small/  regular

ゴールデンエール （ティー・ワイ・ハーバー , 天王洲）............................................................ 680 / 980
Golden ale from T.Y.HARBOR BREWERY, Tennouzu, Tokyo
ふくよかな麦芽の味わい、滑らかな口当たり、余韻はありながら上品な苦味。素材を最大限に活かし、

設計された、当社ブランド、ティー・ワイ・ハーバー・ブルワリー流の和食ビール。

どぶろくのビール割り ......................................................................................................................................850
 Golden ale with cloudy sake
フレッシュで味わい爽やかな、福岡の「庭のうぐいす」のどぶろくと合わせて。ビールの風味と、どぶろくの

上品な甘味の組み合わせは、普段どちらもあまり飲む機会が無い方にも飲みやすいフレンドリーな一杯です。

SPARKLING WINE・CHAMPAGNE
スパークリングワイン・シャンパーニュ

Glass / 375ml / 750ml

ハギースパーク重畳“ちょうじょう”2021（山梨、日本 )
マスカットベリーA........................................................................................... 1,050 / 3,150 / 6,300
Huggy spark chojo (Yamanashi / Japan) Koshu

てぐみ ロゼスパークリング（京都、日本）マスカットベリーA ...1,100 / 3,300 / 6,600
Tegumi rose sparkling wine (Kyoto / Japan) / Muscat bailey A

フォリチェロ ビアンコ （エミリアロマーニャ、イタリア）
アッサンブラージュ..............................................................................................950 / 2,850 / 5,700
Folicello ibianco (Emilia romagna / Italy)  Assemblage

ドメーヌ・グラシュー・シュヴァリエ（ブルゴーニュ、フランス）
ピノノワール、シャルドネ........................................................................................................7,900
D.Gracieux chevalier (Bourgogne / France) Pinot noir, Chardonnay

ロワイエ・エ・フィス ブリュット（シャンパーニュ、フランス）
ピノノワール、シャルドネ.................................................................. 1,600 / 4,800 / 9,600
Royer et �ls réserve brut (Champagne / France) Pinot noir, Chardonnay

ピエール・ペテルス　ブランドゥブラン グランクリュ（シャンパーニュ、フランス）
シャルドネ........................................................................................................................................ 14,500
Pierre peters blanc de blancs grand cru (Champagne / France) Chardonnay

アルフレッド・グラシアン ブリュット（シャンパーニュ、フランス）
シャルドネ、ムニエ、ピノノワール.................................................................................. 16,500
Alfred gratien brut  (Champagne / France) Chardonnay, Meunier, Pinot noir

ボランジェ･ラ･グランダネ2008（シャンパーニュ、フランス）
ピノノワール、シャルドネ.................................................................................................... 36,000
Bollinger la grande annee  (Champagne / France) Pinot noir, Chardonnay

SPARKLING SAKE
スパークリング日本酒

  Glass  (150ml)  /  Bottle (300ml)

かるくいっぱい にごりスパークリング 埼玉県 【山田錦】80.................................1,150 / 2,300
Senkame cloudy sparkling sake, Saitama prefecture



sAKE - tastes of the season
季節を呑む

 Glass / 360ml / bottle
山桜桃（ゆすら）【亀の尾系コシヒカリ】40 茨城......................................1,300 / 4,900 / 9,800
Yusura, Ibaraki prefecture

真澄 つきこし 長野県【美山錦、ひとごこち】55......................................1,300 / 4,900 / 9,800
Masumi Tsukikoshi, Nagano prefecture

ナイトアンドダンス 石川県【百万石乃白】40 .............................................. 1200 / 4,500 / 9,000
Night and dance, Ishikawa prefecture

日日（にちにち） 京都府【山田錦】- ............................................................1,300 / 4,900 / 9,800
Nichinichi, Kyoto prefecture

花巴 奈良県【吟のさと】60 ................................................................................... 980 / 3,620 / 7,240
Hanatomoe, Nara prefecture

百万年の一滴 岡山県 【赤磐雄町】70............................................................... 1,100 / 4,100 / 8,200
Hyakumannenoitteki, Okayama prefecture

SAKe - representation of rice farming
田んぼを呑む　米作りや自然派日本酒の表現

 Glass / 360ml / bottle
源（みなもと） つるかめ農園 自然循環米 千葉県
【 - 】90 ................................................................................................... 1,600 / 6,100 / 8,480 (500ml)

Minamoto, Chiba prefecture 
(�e ricw farmer, Tsurukame-noen, produces natural farming rice and sake with  neighbor sake brewery,
Kidoizumi-shuzo.)
つるかめ農園さんのお米は肥料も農薬も使わない自然栽培米。自らの生命力で育ったお米の栄養と個性を残すため、

精米は最小限に抑え、その可能性を引き出しています。乳酸菌の力による爽やかな酸とフルーティーな甘みを持ち併せ、

味わい豊かな日本酒に仕上がっています。

帰農（きの） 自社田栽培、土着品種米使用 三重県
【伊勢錦】60 .............................................................................................................1,200 / 4,500 / 9,000

Kino, Mie prefecture  
(�e brewery, Gensaka Shuzou, produces indigenous variety rice.)
コンセプトは『全ての産業は農に帰する』。三重県多気町相鹿瀬 (おうかせ ) 地区ので自社栽培に取り組み、

水が豊富な紀伊半島東側に流れる宮川の水、そしてその宮川に侵食・形成された土地で育ったお米で醸すお酒。

独楽蔵（こまぐら） 無農薬米 福岡県【山田錦】60 （常温提供） ........ 980 / 3,620 / 7,240
Komagura, Fukuoka prefecture (served at room temperature)
 (�e brewery, Morinokura, works on circular agriculture and sake brewing with local farmers.)
地元契約栽培米を使用した純米造りにこだわったお酒です。日本酒造りのみに止まらず、酒粕に籾殻を加えて

蒸留し粕取り焼酎を製造、アルコール分を抜いた後の下粕も良質の肥料として活用するなど、日本古来の

田んぼを中心とした営みの循環の中での酒造りを行っていらっしゃいます。

産土（うぶすな） 木桶醸造 熊本県【穂増】- ........................................ 1,600 / 6,100 / 10,600
Ubusuna, Kumamoto prefecture  
(�e brewery, Hananoka Shuzo, cultivates local rice with local famers for their sake.)
2015 年より, 水稲文化 2000 年の歴史ある菊池川流域和水地区にて、数十軒の農家の皆さんと一緒に酒米栽培を

開始。現在酒づくりに使用している山田錦すべてを菊池川流域和水地区で栽培。果実の香りに、穀物やヨーグルト

様の香り、スパイシーなアクセント。爽やかで軽快なスタイルに仕上げられています。

SAKE - ryan’ s classic
雷庵の定番いろいろ

 Glass / 360ml / bottle
庭のうぐいす どぶろく 福岡県【山田錦】60 .................................................. 980 / 3,620 / 7,240
Niwanouguisu cloudy sake, Fukuoka prefecture

新政 秋田県 ※銘柄の詳細はスタッフにお問い合わせください。........ 1,600 / 6,100 / 10,600
Aramasa, Akita prefecture

十四代 山形県 ※銘柄の詳細はスタッフにお問い合わせください。........2,800 / 11,200 / -  
Juyondai, Yamagata prefecture 

國権 （こっけん）山廃 福島県【美山錦】60 （常温提供） ............................. 980 / 3,620 / - 
Kokken, Fukushima prefecture (served at room temperature)

朝日榮（あさひさかえ） 栃木県【栃木県産 五百万石】55 ....................... 980 / 3,620 / 7,240
Asahisakae, Tochigi prefecture

Nechi 根知谷 2017 新潟県【根知谷産・壱等米越淡麗】55 ...........1,400 / 5,300 / 10,600
Nechi 2017, Niigata prefecture

農口尚彦研究所 石川県【五百万石】 - .......................................................... 1200 / 4,500 / 9,000
Noguchi Naohiko sake institute, Ishikawa prefecture

益荒男 山廃原酒 5 年熟成 石川県【五百万石】65 ................................... 980 / 3,620 / 7,240
Masurao, Ishikawa prefecture

常山 とびっきり辛口 福井県【五百万石】60 ................................................. 980 / 3,620 / 7,240
Jozan, Fukui prefecture

Tera（テラ） 岐阜県【五百万石】60 ................................................................. 980 / 3,620 / 7,240
Tera, Gifu prefecture

天穏（てんおん） 島根県【 - 】 - ........................................................................ 980 / 3,620 / 7,240
Tenon, Shimane prefecture

而今 三重県 ※銘柄の詳細はスタッフにお問い合わせください。.................. 1,800 / 6,900 / - 
Jikon, Mie prefecture

貴 山廃 蔵付天然酵母 山口県【雄町】60 .................................................... 980 / 3,620 / 7,240
Taka, Yamaguchi prefecture

aged SAKE
長期熟成酒 時間によって磨かれた味わい

Glass / 360ml / bottle
手取川 古酒 1996 年 石川県【山田錦】45 ................................................1,700 / 6,500 / 13,000
Tedorikawa 1996, Ishikawa prefecture

LImited SAKE by the bottle
限定日本酒ボトル

Bottle

思凛 (しりん )  SAKE100 ミズナラ新樽熟成 山形県 /東京都【山田錦】18 85,000
Shirin SAKE100, oak matured sake,  Yamagata prefecture / Tokyo metropolis



SHOCHU SPIRITS
焼酎 

Glass / 720ml
【芋】蔵の師魂グリーン ソーヴィニヨンブラン酵母仕込み 鹿児島県 ........................................ 880 / 7,040
【Potato】Kuranoshikon green

【芋】 川越 宮崎県 ..........................................................................................................................1,200 / 9,600
【Potato】Kawagoe

【芋】侍士の門（さむらいのもん）　鹿児島県 ................................................................... 1,080 / 8,640
【Red potato 】 Samurai no mon

【芋】森伊蔵 （もりいぞう）　鹿児島県................................................................................3,800 / 30,400
【Potato】Moriizou

【芋】萬膳庵 黄麹、超軟水、木樽蒸留、甕仕込み 鹿児島県.................................................. 1,080 / 8,640
【Potato】Manzenan

【芋】村尾 （むらお）　鹿児島県..............................................................................................2,450 / 19,600
【Potato】Murao

【芋】宝山 綾紫 綾紫芋全量 鹿児島県.................................................................................... 1,080 / 8,640
【Potato】 Houzan ayamurasaki

【麦】クラフトマン多田 二回蒸留 福岡県..................................................................................... 880 / 7,040
【Barley】Craftman tada

【麦】兼八 常圧蒸留　大分県.......................................................................................................... 880 / 7,040
【Barley】Kanehachi

【麦】 黄八丈 (きはちじょう) 20 年熟成 東京都・八丈島..........................................................1,550 / 12,400
【Barley】Kihachijo 20yrs

【米】豊永蔵 オーガニック米焼酎 熊本県...................................................................................... 880 / 7,040
【Organic rice】Toyonagagura

【蕎麦】帰山 中圧蒸留 長野県........................................................................................................ 880 / 7,040
【Soba buckwheat】Kizan

【黒糖】朝日 サンゴ礁石灰岩層湧水仕込み 鹿児島県・喜界島...................................................... 880 / 7,040
【Organic sugar cane】Asahi

awamori
泡盛

Glass / 720ml
【米麹】南光 米、米麹、常圧蒸留　沖縄県 .................................................................................. 880 / 7,040
【Rice malt】Nanko

histrical japanese Distilled Spirits
歴史を呑む　日本の焼酎や伝統蒸留酒

Glass / 720ml

【伝統琉球酒】イムゲー 甘藷（紅芋）、粉黒糖、米麹 沖縄 ................................................... 880 / 7,040
【Potato, sugar cane, rice】 Imuge, a traditional spirits from Okinawa

焼酎でも泡盛でもない、琉球王国時代の自家製蒸留酒であるイムゲー（芋酒）。

まだ個人の酒造りが自由だった時代、家庭ごとに製造設備があり、イムゲー造りは家族の大切な

仕事でした。それを普段から、または冠婚葬祭で皆と味わっていたそうです。紅芋と黒糖のふくよかで

上品な風味と、綺麗な後味が絶妙です。ストレート、水・お湯割、ソーダ割、幅広く楽しんでいただけます。

【正調粕取り焼酎】弥久（やく） 2005 純米酒粕 福岡.................................. 1,600(45ml) / 25,000
【 Sake lee, rice husk 】 Yaku 2005

日本全国で造られたスピリッツとして、もっとも古典的なもの、それは昔ながらの粕取り焼酎です。

なおかつ正調粕取り焼酎は、籾殻もみがらを混ぜ込んだものを呼びます。特に弥久はカブ釜と木製の

セイロで蒸して蒸留する本物の古式製法。こういった伝統的な正調粕取り焼酎の製法は、日本酒粕を

肥料として使用するため、アルコール分を除いたのがその始まりとされており、17世紀頃には

造られていた様です。田植えの後の祭りなどで振舞われ、「早苗饗（さなぶり）焼酎」などと

呼ばれ稲作地域の農村ではよく飲まれていました。この弥久は、純米酒粕由来の豊かな旨みに籾殻の

香ばしさ、チョコレート、ポン菓子、お団子のようなまろやかな甘味が後を引く、芳醇で極めて

個性的な香味です。ストレート、またはロックで。



NATURAL WHITE WINE
自然派の旨み 白ワイン

Glass /  375ml /  750ml
本日の白ワイン.................................................................................................................................................... ask
White wine of the day

ヒトミワイナリー ソワフブラン（滋賀、日本）
デラウェア、ナイアガラ............................................................................................... 1,100/ 3,300 /6,600
Hitomi winery soif blanc  (Shiga / Japan) Delaware, Niagara

さっぽろ藤野ワイナリー2020（北海道、日本）バッカス............................................................9,700
Sapporo Fujino winery (Hokkaido / Japan) Bacchus

カーブドッチ・ワイナリー2021（新潟、日本）シャルドネ.....................................................10,000
 Cave  d’ Occi winery (Niigata / Japan) Chardonnay

ファットリア アルフィオーレ 2021（宮城、日本）アッサンブラージュ........................ 11,000
Fattoria al �ore  (Miyagi / Japan) Assemblage

ダヴィデ・スピッラレ2020 （ヴェネト、イタリア）
ガルガーネガ、トレビアーノ................................................................................ 1,050 / 3,150 / 6,300
Davide Spillare (Venet / France) Garganega, Trebbiano

ボデガス・ラ・カーニャ2020 (リアスバイシャス、スペイン) 
アルバリーニョ............................................................................................................. 1,150/ 3,450 / 6,900
 La cana (Rias Baixas / Spain) Albarino

エルヴェ・ヴィルマード2020（ロワール、フランス）
ソーヴィニヨンブラン..................................................................................................1,200/ 3,600 / 7,200
Herve Villemade  (Loire / France) Sauvignon blanc

P.O ヴァンキュ・ブラン2020（ロワール、フランス）
シュナンブランなど.......................................................................................................... 1,250/ 3,750/ 7,500
Pierre olivier bonhomme  (Loire / France) Chenin blanc, etc.

タトーマー2019（カリフォルニア、USA）リースリング............................................................... 9,000
Tatomer (California / USA) Riesling

ピエール・ポネル 2016（ブルゴーニュ、フランス）シャルドネ.............................................. 9,000
Pierre Ponelle  (Bourgogne / France)  Chardonnay 

ヴィノ・ドヴィヤク2019 （南スロバキア、スロバキア）フルミント...................................... 9,900
Vino vdoviak (South Slovakia / Slovakia) Furmint

イエルマン2020（フリウリ、イタリア）ソーヴィニオンブラン................................................ 10,500
Jermann (Friuli Venezia Giulia / Italy) Sauvignon blanc

ヤルデン オデム・オーガニック・ヴィンヤード2020（ゴランハイツ、イスラエル）
シャルドネ...................................................................................................................................................... 11,000
Yarden odem organic vineyard  (Golan heights / Israel) Chardonnay

アレクサンドル・バン2018（ロワール、フランス）ソーヴィニオンブラン..........................12,600
Alexandre Bain (Loire / France) Sauvignon blanc
 
マルセルダイス2017（アルザス、フランス）リースリング、ピノグリ.................................14,000
Marcel Deiss  (Alsace / France) Riesling, Pinot gris

フリーマン2018（ソノマ、USA）シャルドネ.................................................................................18,000
Freeman  (Sonoma / USA) Chardonnay

フィリップ・パカレ ニュイサンジョルジュ2019（ブルゴーニュ、フランス）
ピノブラン......................................................................................................................................................25,000
Philippe Pacalet Nuits Saint Georges (Bourgogne / France) Pinot blanc

WHITE WINE
白ワイン

Glass /  375ml /  750ml
らむぼんワイン2020 ( 山梨、日本 ) 甲州.........................................................1,000/ 3,000/ 6,000
Kurambon wine   (Yamanashi / Japan) Koshu

奥出雲ワイナリー 2021（島根、日本）ソーヴィニオンブラン.................................................. 9,500
Okuizumo winery (Shimane / Japan) Sauvignon blanc

奥尻ワイナリー 2020（北海道、日本）ピノグリ.......................................................................... 9,600
Okushiri winery (Hokkaido / Japan) Pinot gris

安心院ワイン2021（大分、日本）アルバリーニョ...................................................................... 11,000
Ajimu winery (Oita / Japan) Albarino

ヤルデン2020（ゴランハイツ、イスラエル）シャルドネ.............................................................8,400
Yarden (Golan heights / Israel) Chardonnay

ピエール・ポネル 2016（ブルゴーニュ、フランス）シャルドネ............................................. 9,000
Pierre Ponelle Saint Veran (Bourgogne / France) Chardonnay 

コシュ・ビズアール 2019（ブルゴーニュ、フランス）シャルドネ.........................................16,000
Coche-Bizouard Meursault (Bourgogne / France) Chardonnay

O�NGE WINE
オレンジワイン

Glass /  375ml /  750ml
ジョージアンサン2018 （カヘティ、ジョージア）ムツヴァネ......................... 950/ 2,850/ 5,700
Georgian sun (Kakheti / Georgia) Mtsvane

共栄堂ワイン橙（山梨、日本）甲州.................................................................................................  7,500
Kyoueido wine daidai (Yamanashi / Japan) Koshu

酒井ワイナリー 四十雀2020（山形、日本）デラウェア........................   1,500/ 4,500/ 9,000
Sakai winery shijukara (Yamagata / Japan) Delaware

ラ・カステラーダ 2014（フリウリ、イタリア） フリウラーノ...................................................12,000
La castellada (Friuli Venezia Giulia / Italy) Friulano

ヴィニョブル・デュ・レヴール 2020（アルザス、フランス）
ピノグリ、ゲヴェルツトラミネール.......................................................................................................12,500
 Vignoble du reveur (Alsace / France) Pinot gris, Gewurztraminer

ロンコセヴェロ2010（フリウリ、イタリア）フリウラーノ.......................................................... 13,500
Ronco severo (Friuli Venezia Giulia / Italy) Friulano

ラディコン シヴィ2019（フリウリ、イタリア）ピノグリージョ............................................... 13,500
Radikon sivi (Friuli Venezia Giulia / Italy) Pinot gris

アルド・ ヴィオラ エジェスタ2018（シチリア、イタリア）グリッロ.................................. 13,500
Aldo Viola Egesta (Sicilia / Italy) Grillo

トリンケーロ2019（ピエモンテ、イタリア）シャルドネ............................................................. 15,000
Trinchero (Piemonte / Italy) Chardonnay

ヴォドピーヴェッツ2015（フリウリ、イタリア）ヴィトフスカ..................................................... 19,200
Vodopivec (Friuli Venezia Giulia / Italy) Vitovska

グラヴネル 2009（フリウリ、イタリア）リボッラ・ジャッラ................................................. 24,000
Gravner (Friuli Venezia Giulia / Italy) Ribolla gialla



NATURAL RED WINE
自然派の旨み 赤ワイン

Glass / 375ml / 750ml
ヴォータノワイン2015（長野、日本）マスカットベリーA...........................................................7,500
Votano wine (Nagano / Japan) Muscat bailey A

ココファームワイナリー農民ロッソ2019（栃木、日本）
アッサンブラージュ...................................................................................................1,200/ 3,600/ 7,200
CoCo farm winery  (Tochigi / Japan) Assemblage

10Rワイナリー そらちレッド( 北海道、日本 ) セイベル.............................................................8,500
10R winery (Hokkaido / Japan) Seibel

レ・ゼキサゴナル 2019（ロワール、フランス）ピノノワール.....................................................5,700
 Les hexagonales (Loire / France) Pinot noir 

ドメーヌ・ロシュ・オードラン2019（ローヌ、フランス）アッサンブラージュ............ 6,900
Domaine Roche Audran (Cote du Rhone / France) Assemblage

プリンチピアーノ2016 (ピエモンテ、イタリア)ドルチェット ..................................................6,900
Principiano Ferdinando (Piemonte / Italy) Dosset (Dolcetto)

シャトー・ラ・バロンヌ2019（ラングドック、フランス）カリニャン ................................... 7,000
Ch La Baronne (Languedoc / France) Carignan

ダニエーレ・ポルティナーリ2016（ヴェネト、イタリア）
メルロ、カベルネソーヴィニヨン ......................................................................................................... 7,200
Daniele portinari ( Veneto / Italy ) Merlot, Cabernet sauvignon

フランチェスコ・ブレッツァ2019（ピエモンテ、イタリア）フレイザ ................................. 7,200
Francesco Brezza (Piemonte / Italy) Freisa

ヴァルデモンハス2020（リベラ・デル・ドゥエロ、スペイン）
テンプラニーリョ ...................................................................................................... 1,250 / 3,750 / 7,500
Valdemonjas (Ribera del Duero / Spain) Tempranillo

マルセル・ラピエール 2020（ブルゴーニュ、フランス）ガメイ ..............................................8,100
Marcel Lapierre (Bourgogne / France) Gamay

シャトー・カンボン2020（ブルゴーニュ、フランス）ガメイ.....................................................8,100
Ch Cambon (Bourgogne / France) Gamay

ラルコ2018 (ヴェネト、イタリア)コルヴィーナなど...................................................................... 9,000
L’ Arco  (Veneto / Italy) Corvina, etc.

フォリウム　ヴィンヤード2019（マールボロ、ニュージーランド） ピノノワール.............. 11,000
Folium vineyard (Marlborough / New Zealand) Pinot noir

カイル・ダン2017（スワートランド、南アフリカ）シラー.........................................................13,200
Kyle Dunn  (Swartland / South africa) Syrah

フィリップ・パカレ シエナ2017（ブルゴーニュ、フランス）ガメイ.................................... 15,000
Philippe Pacalet Chénas (Bourgogne / France) Gamay

ドメーヌ・マレ2017（ブルゴーニュ、フランス）ピノノワール...............................................16,200
Domaine Marey (Bourgogne / France) Pinot noir

ドメーヌ・ド・ヴィルヌーヴ2016（ローヌ、フランス）グルナッシュなど.......................... 17,000
Domaine de Villeneuve (Cote du Rhone / France) Grenache, etc.

フィリップ・パカレ ニュイサンジョルジュ2017（ブルゴーニュ、フランス）
ピノノワール................................................................................................................................................. 25,000
Philippe Pacalet Nuits Saint Georges Rouge  (Bourgogne / France) Pinot noir

RED WINE
赤ワイン

Glass / 375ml / 750ml
タケダワイナリー2019（山形、日本）マスカットベリーA　 .................. 1,300/ 3,900/ 7,800
Takeda winery  (Yamagata / Japan) Muscat bailey A  　
＊ワインの特性と季節性から冷やしての提供となります

タジカラオ2017（宮崎、日本）
カべルネソーヴィニヨンと山葡萄交配品種主体のアッサンブラージュ ................................8,400
Tajikarao (Miyazaki / Japan) Assemblage

リュードヴァン（長野、日本）ピノノワール、メルロー............................................................ 10,500
Rue de vin (Nagano / Japan) Pinot noir, Merlot

オー・メドック・ド・モーカイユ2017（ボルドー、フランス）
メルロー、カベルネソーヴィニヨン...................................................................... 1,150 / 3,450/ 6,900
 Le Haut Médoc de Maucaillou  (Bordeaux / France) Merlot, Cabernet sauvignon

オー・メドック・ド・ジスクール 2018（ボルドー、フランス）
カベルネソーヴィニヨン、メルロ.......................................................................................................... 9,800
Le Haut Médoc de Giscours (Bordeaux / France) Cabernet Sauvignon, Merlot

ドメーヌ・パラン2017（ブルゴーニュ、フランス）ピノノワール............................................ 11,000
Domaine Parent  (Bourgogne / France) Pinot noir

ヤルデン2018（ゴランハイツ、イスラエル）カベルネソーヴィニヨン.................................. 12,000
Yarden (Golan heights / Israel) Cabernet sauvignon

カヴィオラ2015（ピエモンテ、イタリア）ネッビオーロ.............................................................18,000
 Ca’ viola  (Piemonte / Italy) Nebbiolo

カレラ ライアン2016（カリフォルニア、USA）ピノノワール ................................................ 25,000
Calera RYAN (California / USA) Pinot noir

サッシカイア2016（トスカーナ、イタリア）
カベルネソーヴィ二ヨン、カベルネフラン ....................................................................................... 36,000
Sassicaia (Toscana / Italy) Cabernet sauvignon, Cabernet franc 

シャトー・レオヴィル・ラス・カーズ 1989（ボルドー、フランス） 
カベルネソーヴィニヨン、メルロー、カベルネフラン、プティヴェルド ............................ 85,000
Chateau Leoville Las Cases (Boldeaux / France) CS, MR, CF, PV

rose WINE
ロゼワイン

750ml

本日のロゼワイン................................................................................................................................................ ask
Rose wine of the day

ファットリア アルフィオーレ ピアチャーレ 2021（仙台、日本）スチューベン............... 9,400
Fattoria al �ore  ( Sendai / Japan ) Stuben



high ball
おすすめハイボール

もっと大人のハイボール　グレンフィディックIPA（ビール樽貯蔵）....................................... 1,280
Otona high ball made from Glen�ddich IPA EXPERIMENT
ビール樽で後熟させたウイスキーで作るハイボール。

青リンゴ、花や柑橘系の香り、ビール由来のホップの香りやほろ苦さが加わり、重層的で

飲み応えのある大人のための一杯となっております。揚げ物、肉料理ともおすすめです。

海賊のハイボール　ハイランドパーク・ヴァイキングオナー12 年............................................. 1,080
Viking high ball made from Highland park 12yrs  VIKING HONOUR
ハイランドパーク・ヴァイキングオナー12 年で作るハイボール。オークニー諸島に深く根付く
ヴァイキング文化への敬意、そして祖先伝来のヴァイキングスピリットへの敬意を表した逸品。
バランスの良いピートとシェリー樽のキャラクターは醤油の風味とも好相性です。

フレンチハイボール　エデュー ( フランス、ブルターニュ地方、フィニステール県 )...................... 1,580
French high ball made from Eddu silver (Finistère / France)
そばの名産地フランス・ブルターニュの、世界で唯一、「そば」を原料にして造られるウイスキーで、
コニャック樽熟成のフルーティーで香り豊かなハイボール。口当たりも滑らかで、幅広いお料理と楽しん
でいただけます。

イタリアンハイボール　ポーリ クレオパトラ モスカート オーロ................................... 1,480
Italian high ball made from Poli cleopatra moscato oro grappa
低圧蒸留の、芳醇かつ爽やかなグラッパハイボール。マスカット、オレンジ、ミント、紅茶のような
上品な風味が特徴。和洋折衷のお料理ともおすすめです。

和食に合うハイボール　アラン10 年 ................................................................................................... 1,080
Washoku high ball made from Arran 10yrs 
果実と樽の風味がバランス良く、口当たりも滑らか。素材の味わいを活かし、和食全般的に
相性の良いハイボールです。

WHISKY
ウィスキー

エデュー ( フランス、ブルターニュ地方、フィニステール県 ).................................................................. 1,580
Eddu silver (Finistère, France)
世界で唯一、「そば」を原料にして造られるウイスキー。５年間のコニャック樽熟成。柑橘とナッツの香り、味わいには、

りんご、オレンジの皮、アプリコットに加えてシナモン、ナツメグのスパイス感、そしてクリーミーで滑らかな舌触り。

アラン10 年..................................................................................................................................................... 1,080
Arran 10yrs

ハイランドパーク・ヴァイキングオナー12 年...................................................................................... 1,080
Highland park 12yrs  VIKING HONOUR

グレンフィディックIPAエクスペリメント............................................................................................. 1,280
Glen�ddich IPA EXPERIMENT

余市 sherry & sweet 余市蒸留所限定..............................................................................................3,080
Yoichi sherry & sweet distillery limited

余市蒸溜所限定ブレンデットウイスキー...............................................................................................2,580
Yoichi distillery limited blended whisky

山崎 12 年.......................................................................................................................................................2,580
Yamazaki 12yrs

響 17年............................................................................................................................................................ 6,180
Hibiki 17yrs

イチローズモルト ワインウッドリザーブ................................................................................... 1,780
Ichiro's malt wine wood reserve

イチローズ・モルト＆グレーン クラシカルエディション................................................2,080
Ichiro's malt & grain classical edition world blended whisky

カリラ2011マルゴー・クラレット・カスクフィニッシュ................................................................2,080
Caol ila 2011 Margaux claret cask �nish 8yrs

カリラ2012キング・オブ・ボルドーワイン・カスクフィニッシュ.............................................2,080
Caol ila 2012 the king of Bordeaux wine cask �nish 8yrs

オーバン ディスティラーズエディション..................................................................................2,480
Oban distillers edition

grappa
グラッパ

ポーリ クレオパトラ モスカート オーロ.................................................................................. 1,480
Poli cleopatra moscato oro grappa
ポーリは、グラッパの聖地ヴェネト州バッサーノ・デル・グラッパ近郊のスキアヴォンにある1898 年創業の

家族経営のグラッパメーカー。古来から伝わる蒸留器クリソペア（ＣＲＹＳＯＰＥＡ）を長年の研究を経て実現。

低温蒸留によってアロマを最大限に抽出しました。清涼感のあるマスカット、オレンジのような香りに、

オーク樽のニュアンス。

デッラヴァーレ グラッパ デメララ・ラム・カスク 2004.................................................2,480
Dellavalle grappa a�nata demerara 2004
ピエモンテ産バルベーラ100% 使用の単式蒸留。高品質のオーク樽で8 年、デメララ・ラムの古樽で2 年熟成。

深みのある琥珀色で輝きのある色調、ダーク・チョコレート、アーモンド、キャラメル、ヴァニラとバナナのニュアンス。

力強さとエレガントさを兼ね備えたまろやかな味わい。

ストレート、または砂糖を入れて甘めに仕立てたエスプレッソをチェーサーにお楽しみいただくのもおすすめです。


