
ミネラルウォーター ￥550

Drink

【ジンベース】

【ウォッカベース】

【ラムベース】

【テキーラベース】

【リキュールベース】

【その他ベース】

【芋】

【麦】

【米】

【赤ワイン】

【白ワイン】

【シャンパン】

【スパークリングワイン】

チーズ盛り合わせ　ドライフルーツ添えオリーブ ￥600

ミックスナッツ ￥700

ポップコーン ￥700

チョコレート ￥800

柿の種 ￥800

キリン生ビール ”一番搾りプレミアム” Glass ￥850
Pint ￥1,500

アサヒ生ビール ”スーパードライ” Glass ￥750
Pint ￥1,400

サッポロ生ビール ”黒ラベル” Glass ￥750
Pint ￥1,400

ドラフトギネス Pint ￥1,000

ノンアルコールビール Pint ￥750

山崎梅酒 山崎蒸溜所貯蔵
焙煎樽熟成

Glass ￥1,000

グラスワイン（赤 / 白） Glass ￥950

ザ・マッカラン 12 年 Glass ￥1,350

グレンフィディック 12 年 Glass ￥1,300

久保田（新潟県） Glass ￥1,200

作 恵乃智（三重県） Glass ￥900

長命泉（成田市） Glass ￥750

山崎 18 年 Glass ￥3,000

ラフロイグ 10 年 Glass ￥1,300

シーバスリーガル 12 年 Glass ￥1,200

ジャックダニエル Glass ￥1,200

I.W. ハーパー ”ゴールド” Glass ￥1,150

梅酒 Glass ￥700

ジントニック ￥1,000

ジンライム ￥1,000

ジンバック ￥1,000

ブルードック ￥1,000

キューバリバー ￥1,000

テキーラサンライズ ￥1,000

カンパリソーダ ￥1,000

カシスソーダ ￥1,000

カシスオレンジ ￥1,000

カルーアミルク ￥1,000

ディタグレープフルーツ ￥1,000

￥1,000モスコミュール

ブラッディ・マリー ￥1,050

キール ￥1,050

レッドアイ ￥1,050

竹鶴 17 年 Glass ￥1,350

越百 Glass ￥1,100

イチローズモルト ”M.W.R” Glass ￥1,600

イチローズ ”モルト & グレーン” Glass ￥1,100

知多 Glass ￥1,000

ヘネシー VSOP Glass ￥1,800

不二才
（鹿児島）

Glass ￥600 / Bottle ￥6,500

泰明
（大分県）

Glass ￥600 / Bottle ￥6,500

中々
（宮崎県）

Glass ￥600 / Bottle ￥6,500

山さる
（福井県）

Glass ￥650 / Bottle ￥7,000

山せみ
（福井県）

Glass ￥650 / Bottle ￥7,000

山ねこ
（福井県）

Glass ￥650 / Bottle ￥7,000

コーラ ￥650

ジンジャーエール ￥650

トニックウォーター ￥650

オレンジジュース ￥650

グレープフルーツジュース ￥650

パイナップルジュース ￥650

トマトジュース ￥650

ウーロン茶 ￥650

ペリエ ￥850

オーシエール　ルージュ
〔フランス〕

￥5,000

ネダバーグ　ピノタージュ
〔南アフリカ〕

￥5,000

ロス ヴァスコス　ソーヴィニヨン ブラン
〔チリ〕

￥5,000

オーパス　ワン
〔アメリカ〕

￥80,000

バルバレスコ
〔イタリア〕

Bottle ￥9,000 / half Bottle ￥5,500

バローロ キャンティ クラシコ
〔イタリア〕

Bottle ￥7,000 / half Bottle ￥4,000

ヒューゲル　リースリング
〔フランス〕

Bottle ￥7,000 / half Bottle ￥4,500

シレーニ　ソーヴィニヨン ブラン
〔ニュージーランド〕

Bottle ￥6,000 / half Bottle ￥4,000

ルイ　ジャド　シャブリ
〔フランス〕

Bottle ￥8,500 / half Bottle ￥4,000

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル
〔フランス〕

Bottle ￥15,000 / half Bottle ￥8,800

セグラヴューダス ブルート レゼルバ
〔スペイン〕

Bottle ￥6,000 / half Bottle ￥3,500

Draft Beer Wine

日本酒

Plum Wine

Cocktails

Whisky

焼酎

Soft Drink

￥1,500

冷製おつまみ

Food

乾き物・スナック

※消費税率変更により表示価格とお会計価格が異なる場合があります。




