
アサヒ プレミアム 生ビール 熟撰 Asahi Premium Draft Beer -Jukusen- ¥ 1,897

アサヒ スーパードライ エクストラコールド Asahi Super Dry Extra Cold ¥ 1,771

エビス Yebisu ¥ 1,771

サントリー プレミアムモルツ Suntory The Premium Malt’s ¥ 1,771

アサヒ スーパードライ Asahi Super Dry ¥ 1,644

サッポロ 黒ラベル Sapporo Black Label ¥ 1,644

キリン ラガー Kirin Lager ¥ 1,644

キリン 一番搾り Kirin Ichiban Shibori ¥ 1,644

ハイネケン Heineken ¥ 1,771

ギネス エクストラ スタウト Guinness Extra Stout ¥ 1,897

ロココ トウキョウ ホワイト　 Rococo Tokyo White ¥ 2,403

クラスト ラガー Crust Lager ¥ 2,403

ジン トニック Gin and tonic ¥ 1,644

ブラッディ マリー Bloody Mary ¥ 1,771

カシス オレンジ Cassis orange ¥ 1,897

キール ロワイヤル Kir royal ¥ 2,783

マティーニ Martini ¥ 1,644

キール Kir ¥ 1,771

スプモーニ Spumoni ¥ 1,897

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします

※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

*Under the age of 20 drinking and drunk driving are prohibited by law.

*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

  BEER

  COCKTAILS



サントリー 響 ブレンダーズ チョイス Suntory Hibiki Blenders Choice ¥ 3,542

サントリー 山崎 12年 Suntory Yamazaki 12y ¥ 3,542

サントリー 知多 Suntory Chita ¥ 2,530

ニッカ 竹鶴 Nikka Taketsuru ¥ 2,277

グレンフィディック 12年 Glenfiddich 12y ¥ 2,656

オールド パー 12年 Old Parr 12y ¥ 2,024

シーバス リーガル 18年 Chivas Regal 18y ¥ 2,024

I.W.ハーパー 12年 I.W.Harper 12y ¥ 2,403

ジャック ダニエル Jack Daniel’s ¥ 2,024

ティオ ペペ Tio Pepe ¥ 1,518

テイラーズ トゥニー ポート Taylor’s Tawny Port ¥ 4,048

ハーベイ ブリストル クリーム Harveys Bristol Cream ¥ 1,518

ヘネシー X.O Hennessy X.O ¥ 4,807

シャトー ドーフィネ ロンディロン Cateau Dauphine Rondillon 2010 ¥ 1,694

梅酒 （ ソーダ または ロック ）　 Plum wine ( soda or rock ) ¥ 1,391

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします

※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

*Under the age of 20 drinking and drunk driving are prohibited by law.

*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

  WHISKY AND OTHERS

 APERITIFS & DIGESTIFS



フォール イン ラブ デラックス　　　　　　　　　　　　　  　 Fall in love deluxe Glass ¥ 2,530

　まろやかで自然な渋み、生茶の味わい     Bottle ¥ 13,915

クイーン オブ ブルー デラックス　　　　　　　　　　　　 Queen of blue deluxe Glass ¥ 2,530

　高貴な甘みと上品な渋み                    Bottle ¥ 13,915

玉露ほうじ茶　香焙 The gyokuro hojicha Kaho Glass ¥ 2,783

　苦みや渋みはほとんどなく、甘くまろやかな香り　 Bottle ¥ 15,812

釜入り緑茶　炒香 The Japanese green tea Irika Glass ¥ 2,783

　釜炒り緑茶であり、すっきりとした味わいと生茶の香り Bottle ¥ 15,812

ジュエル オブ フラワーズ 花 Jewel of flowers Hana Glass ¥ 2,783

　摘みたてのジャスミンの花をそのまま感じるような香りと味わい Bottle ¥ 15,812

ノンアルコール スパークリングワイン Non alcoholic sparkling wine Glass ¥ 1,644

Bottle ¥ 9,614

ノンアルコール 白ワイン Non alcoholic white wine Glass ¥ 1,644

Bottle ¥ 9,614

ノンアルコール 赤ワイン Non alcoholic red wine Glass ¥ 1,644

Bottle ¥ 9,614

ビア・デザミ・ブロンド Biere de amis blonde ¥ 1,897

アサヒ ビアリー（微アルコール0.5％） Asahi Beery ¥ 1,391

アサヒ ドライゼロ Asahi dry zero ¥ 1,391

サントリー オールフリー Suntory all free ¥ 1,391

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします

※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

*Under the age of 20 drinking and drunk driving are prohibited by law.

*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

ROYAL BLUE TEA
手摘みの高級茶と水のみを使い、ワインボトルに収めたノンアルコールティー

　NON ALCOHOLIC WINE

　NON ALCOHOLIC BEER



Bottle 250ml

シュラブ アップル＆シナモン Shrb apple & cinnamon ¥ 2,277

　原材料：果実酢、リンゴ、レモン、ブラウンシュガー、 Freshly pressed apples, steeped with cinnamon,

　シナモン、ナツメグ、ラベンダー nutmeg & infused with lavender.

シュラブ ライム＆ジュニパー Shrb lime juniper ¥ 2,277

　原材料：果実酢、ライム、ブラウンシュガー、 Freshly squeezed limes, steeped with juniper berry,

　ジュニパーベリー、ピンクペッパー、ラベンダー pink peppercorns & infused with lavender.

Glass 150ml

NON 1  ソルティッド・ラズベリー＆カモミール NON Salted raspberry & chamomile       ¥ 2,530

　ボタニカル: ラズベリー、カモミール Botanical : Raspberry, chamomile

　果汁: 葡萄 Grape juice

　繊細な花の香りをはじめ、口に含むと溌溂としたベリー系果実とアクセント程度の塩味。

　ニューワールドのピノノワールを思わせるチャーミングな味わい。

NON 3  トースティッド・シナモン＆ユズ NON Toasted cinnamon & yuzu ¥ 2,530

　ボタニカル: オレンジ、シナモン Botanical : orange, cinnamon

　果汁: 葡萄 Grape juice

　半甘口のテイスト、焦がした花や柑橘のニュアンスとほのかな塩味。

*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

NON-ALCOHOLIC ALTERNATIVES

シュラブ SHRB

果物やハーブを漬け込んだビネガーに、さらに果物やボタニカルでフレーバー付けしたオルタナティブアルコール

ノン NON

オーストラリアをはじめ、日本など世界中から集められたハーブやスパイスを用いながら、

葡萄果汁をベースとした食事に寄り添うワインのオルタナティブドリンク

※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



コカ コーラ              　　　 ¥ 1,518

コカ コーラ ゼロ         　　　 Coca-Cola Zero ¥ 1,518

ジンジャーエール        　　　 ¥ 1,518

三ツ矢サイダー ¥ 1,518

トニック ウォーター        　　　 ¥ 1,518

ウーロン茶              　　　　　 ¥ 1,518

みかんジュース Mandarin orange juice ¥ 1,581

グレープ ジュース         　　　 ¥ 1,518

アップル ジュース         　　　 ¥ 1,518

トマト ジュース ¥ 1,518

オレンジ ジュース                   　　　　　　　　　 ¥ 1,771

グレープフルーツ ジュース          　　　　　　　　 ¥ 1,771

　　　　　　　　　　　　　　

ミックス ベジタブル ドリンク ¥ 1,771

サラトガクーラー Saratoga cooler ¥ 1,518

ジンジャーエール，ライム Ginger ale, lime

ピンクレモネード　　　 Pink lemonade ¥ 1,518

グレナデン，レモン，ソーダ Grenadine, lemon, soda

ノンアルコール ミモザ Non alcoholic mimoza ¥ 2,150

ノンアルコールスパークリングワイン，オレンジジュース Non alcoholic sparkling wine, orange juice

ノンアルコール ワインクーラー Non alcoholic wine cooler ¥ 2,150

ノンアルコール白ワイン，オレンジジュース，グレナデン Non alcoholic white wine, orange juice, grenadine

ノンアルコール 梅酒 Non alcoholic plum wine ¥ 1,391

Tomato juice

Orange juice

*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

SOFT DRINKS

Mix vegetables drink

　NON ALCOHOLIC COCKTAILS

※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

Grapefruit juice

Coca-Cola

Ginger ale

Soda pop Mitsuya

Tonic water

Oolong tea

Grape juice

Apple juice



コーヒー　　　　　　　　  　　　　　  Coffee ¥ 1,518

                                         　　　

カフェラテ　　　　　　　　  　　　　  Café latte ¥ 1,518

                          　　　　　     

カプチーノ　　　　　　　 　　　　　 Cappuccino ¥ 1,518

                              　　　　　

カフェオレ　　　　　  　 　　　  Café au lait ¥ 1,518

                                   

エスプレッソ　　　　　　　　 　　　　      Espresso ¥ 1,518

                             　　 

マイルド エスプレッソ　 　　　　　 Mild espresso ¥ 1,518

                     　　    

アイス コーヒー　　　　　　　　　　　 Iced coffee ¥ 1,518

                          　　　　    

アイス カフェラテ　　　　　　　　　　 Iced café latte ¥ 1,518

                               

アイス カプチーノ　　　　　　 　　　 Iced cappuccino ¥ 1,518

           　　　           　

アイス カフェオレ       　　　 Iced café au lait ¥ 1,518

                      　  

アイス エスプレッソ  Iced espresso ¥ 1,518

アイスティー             　　　 Iced tea ¥ 1,518

                                     

ダージリン               　　　 Darjeeling ¥ 1,518

                                    

アッサム                 　　　    Assam ¥ 1,518

                               　   

アールグレイ           　　　                               　  Earl gray ¥ 1,518

カモミール               　　　 Chamomile ¥ 1,518

　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　

レモンミント               　　　 Lemon mint ¥ 1,518

                         　　　　　　 

ペパーミント           　　　  Peppermint ¥ 1,518

　　　　　　　　　　　　　　　                  

森いちごのルイボス Strawberry flavored rooibos ¥ 1,518

COFFEE & TEA

※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.



　STILL WATER

硬度（mg/l） 原産国

富士ミネラルウォーター 28 日本 / Japan 360ml ¥ 1,012

Fuji mineral water

奥会津金山 天然水 66 日本 / Japan 500ml ¥ 1,518

Oku-Aizu Kaneyama

エヴィアン 304 フランス / France 750ml ¥ 1,518

Evian

ヴォス 11.7 ノルウェー / Norway 800ml ¥2,024

Voss

アクアパンナ 107 イタリア / Italy 1000ml ¥ 1,644

Acqua Panna

　SPARKLING WATER ¥ 1,200
( ¥ 1,452 )

硬度（mg/l） 原産国

奥会津金山 天然炭酸の水 45 日本 / Japan 720ml ¥ 2,024

Oku-Aizu Kaneyama

ギネス ¥ 1,300

ペリエ 415 フランス / France 330ml ¥ 1,012

Perrier

ペリエ 415 フランス / France 750ml ¥ 1,518

Perrier

アンティポディーズ 16                 ニュージーランド / New Zealand 1000ml ¥ 2,024

Antipodes

サンペレグリノ 618 イタリア / Italy 1000ml ¥ 1,644

S.Pellegrino

*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

　MINERAL WATER

※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


