
・生ビール　 サントリーモルツマスターズドリーム 864

・イネディット　 スペイン　小瓶　330ml 1,080

・ノンアルコールビール 756

・角 864

・オールドパー12年 1,080

・バランタイン12年 972

・デュワーズ12年 972

・カナディアンクラブ6年 972

・山崎 1,728

・知多　 972

・白州　 1,080

・銀座のすずめ　 麦 大分 756

・三岳　 みたけ 芋 鹿児島 756

・五島灘　 ごとうなだ 芋 長崎 756

・梅酒 水・炭酸・ロック 756

・焼酎ハイボール 756

ビール

ハイボール

焼酎

‣ロック・水割りも同じ価格です。

‣ワンショットは30mlです。

‣ロック・水割りも同じ価格です。

‣ワンショットは60mlです。



グラス 180ml 360ml

・天寶一　 フルーティ 972 1,620 2,600
 てんぽういち 純米吟醸（広島県）

・屋守　 フルーティ 972 1,620 2,600

　おくのかみ 純米酒無調整（東京都東村山市）

・出羽鶴 旨口 864 1,404 2,160
　でわづる 純米酒（秋田県）

・辻善兵衛　 旨口 864 1,404 2,160
　つじぜんべい 純米酒（栃木県）

・八海山 辛口 864 1,404 2,160

　はっかいさん 吟醸（新潟県）

・喜楽長　 辛口 864 1,404 2,160
　きらくちょう 純米酒（滋賀県）

・阿部勘 辛口 864 1,404 2,160

　あべかん 純米酒（宮城県）

・幻 やや辛口 972 1,620 2,600

　まぼろし 純米吟醸（広島県）

２３０ｍｌ ３５０ｍｌ

・菊正宗 辛口 ― 972 1,836

　きくまさむね 本醸造 兵庫県

・あら玉　 辛口 － 1,000 2,000

　あらたま 特別純米（山形県）

・ひれ酒 ― 1,200 ―

◆日本酒

冷酒

燗酒



グラス ボトル ボトル

・カヴァ ・Cotes-Du-Rhone Mon Coeux
　スペイン 1,296 6,912  ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ ﾓﾝｸｰﾙ 6,264

・日本のあわ ・サンクルージュ　
　シャトーメルシャン　山梨県勝沼 1,296 6,912 　五味葡萄酒　山梨県甲州市 6,804

・Daniel Dumont grande reserve ・Adironda
　ダニエル　デュモン　グラン　リゼルヴ  375ml 6,048 　ｱｼﾞﾛﾝﾀﾞｯｸ　くらんぼんワイン　山梨県甲州市 5184

・Michel Genet Extra Brut Grand Cru ・グレイス茅ヶ岳
　ミッシェル　ジュネ　エクストラブリュット　グランクリュ 12,744 　中央葡萄酒　山梨県甲州市 6912

・Chateau Lestrille 2012 
 ｼｬﾄｰ ﾚｽﾄﾘｰﾕ 6264

グラス ボトル ・丹波鳥居野　Pinot Noir
 丹波ワイン　京都府船井郡 9,720

・Sancerre Blanc Les Charmes 
　サンセール レ シャルム 6,912 ・Chassagne-Montrachet

 シャサーニュ モンラッシェ 11664

・Domaine de Brau 
　ドメーヌ　ド　ヴロー 6,912 ・Marc roy Bourgogne Pinot Noir 

　ドメーヌ　マルク　ロア　ブルゴーニュ ピノノアール 11,448
・Pouilly-Fuisse,Grande Reserve
 プイィ フュッセ、グランドレゼルヴ 10,584 ・bruno desaunay-bissey　

 ブリューノ・デゾネイ・ビセイ　ヴォーヌ・ロマネ2014 13,608
・marcel servin　chablis
　マルセル　セルヴァン　シャブリ 7,560

・長野シャルドネ
　シャトーメルシャン　長野県松本 6,264

・いろグラン甲州
　まるき葡萄酒　山梨県甲州市 7,560

・甲州遅摘み
　盛田甲州ワイナリー　山梨県勝沼町 6048

・甲州　Shimoiwasaki
　ダイヤモンド酒造　山梨県勝沼町 7,344

・紀州（梅ワイン）
　紀の司酒造　和歌山県海南市 1,188 5,940

ボトル

・ル・モン　ロゼ
　白百合醸造　山梨県甲州市 7,344

スパークリング 赤ワイン

白ワイン

ロゼ



白　グラスワイン

・Krstac　クリスタッチ　2015
　プランタージュ　/　モンテネグロ(クリスタッチ) 　 972

・長野シャルドネ
　シャトーメルシャン　/シャルドネ 1,080

・Sancerre Blanc Les Charmes 
　サンセール レ シャルム　/　ソーヴィニヨンブラン 1,080

・marcel servin　chablis
   マルセル　セルヴァン　シャブリ  /  仏ブルゴーニュ（シャルドネ） 1,296

赤　グラスワイン

・サンクルージュ　
　五味葡萄酒　山梨県甲州市 / メルロ、カベルネソーヴィニヨン 1,080

・Cotes-Du-Rhone Mon Coeux
 　ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ ﾓﾝｸｰﾙ /  シラー・グルナッシュ 1,080

・Chassagne-Montrachet
 　シャサーニュ モンラッシェ　/　ピノノワール・ガメイ 1296

泡

・カヴァ スペイン 1296

・日本のあわ 山梨県勝沼 1296



・ノンアルコールビール 756

・ペリエ 648

・オレンジジュース 540

・ウーロン茶 540

・ボトルウォーター 324

　・ワイン750ｍｌボトル… 1620円

　・日本酒四合瓶1本… 1620円

　・日本酒一升瓶… 3780円

　・グラス・お猪口１脚…  540円

【ご注意】

グラスの持ち込みもOKです。

※破損防止の観点から洗浄は致しかねます。

※又、破損等の責任も負いかねますので予めご了承ください。

日本酒・ワイン持込みOKです

ノンアルコール


