夢のプレモル。
どこまでもビールを愛する
醸造家たちの夢。
サントリープレミアムモルツ

MASTER'S DREAM

〜マスターズ ドリーム〜

900円
甘やかな香りと
厚みのあるコク。
ドライな後口。
山崎や白州蒸溜所のバーボン樽原酒が
バランスよく使用された角瓶の
すっきり爽快な味わいをお楽しみください。

角ハイボール

650円

こだわり酒場の
レモンサワー 580円
レモンの美味しさを丸ごと封じ込めた浸漬酒と、
レモンの味わいを引き立てる複数の原料酒を、
独自の黄金比率でブレンドし、
しっかりレモン感とお酒のうまみを楽しめます。

ジンジャーハイボール
ジントニック
ぺシェウーロン

ロック・ソーダ割から
お選びください︒

Cocktail カクテル

ALL
750円

ファジーネーブル
カシスオレンジ
カシスグレープフルーツ

ぐっとくるのどごし と キレの
良い後味 を実現しました。
アルコールだけでなく、カロ
リー・糖質・プリン体もゼロ。
だから、何も気にせず、いつ
でもおいしいビール味を楽し
めます。

照葉樹林

ノンアルコールビール

サントリー オールフリー

Softdrink ソフトドリンク

750円

果実酒

めざせ！
ビールを超えた、
爽快さ
！

チョーヤ柚子酒

Non-alcoholic ノンアルコール

ＣＨＯＹＡ ＹＵＺＵ

ゆず本来のもぎたてのフレッシュで爽やかな香り
と︑
フルーティな美 味しさが楽しめる濃 厚 本 格
ゆず酒です︒

いも焼酎仕込

小鹿梅酒

鹿児島県産の梅の実を︑
小鹿酒造自慢のいも
焼 酎で仕 込んだ︑鹿 児 島の田舎を思い出させ
る懐かしい香味の梅酒︒

650円

650円
ALL
600円

ウーロン茶
オレンジジュース
グレープフルーツジュース
ジンジャーエール

Non-alcoholic
Cocktail ノンアルコールカクテル

ペシェウーロン
ファジーネーブル
カシスオレンジ
カシスグレープフルーツ

ALL
650円

ウィスキー
アメリカンウィスキー
American Whisky

ジムビーム

700円

メーカーズマーク

800円

バランスよく調和したなめらかでマイルドな味わいが特徴。
冬小麦を使用したふくよかで絹のように柔らかな味わい。

スコッチウィスキー
Scotch Whisky

Japanese Whisky

知多

800円

白州 シングルモルト

900円

山崎 シングルモルト

900円

ほのかな甘さとなめらかな味わいが特長のウイスキー。
フルーティでコクがありキレの良い味わい。

華やかな香りと、
奥深くもやわらかな味わいが特徴。

響 ジャパニーズハーモニー 1,000円
繊細で、
余韻豊かなアフターテイスト。

オールドパー シルバー

800円

スムーズでまろやかな味わいで飲みやすさが特徴。

グレンモーレンジィ

900円

柑橘系とバニラの華やかなアロマが特徴のウィスキー。

ジョニーウォーカー ゴールドラベル 900円
ウッドとスモーキーさの長い余韻が残理ます。

タリスカー10年

山崎12年

1,500円

響17年

1,500円

白州18年

4,000円

山崎18年

4,000円

響21年

4,000円

繊細で複雑、
深みのある味わい。

豊かな熟成香と気品あるウッディネスのハーモニー。
複雑なコクと甘み、
馥郁とした樽香が見事に調和。

900円

海潮の力強い香りとスモーキーな甘さを持ち合わせている。

アードベック10年

ジャパニーズウィスキー

1,000円

繊細さと野性味を併せ持つ究極のバランスです。

マッカラン12年

1,200円

バランタイン17年

1,200円

圧倒的な熟成感を堪能できる逸品です。

酒齢21年以上の超長期熟成のものを入念に吟味してブレンド。

フルーティーな芳香と豊かな口あたりが特徴。
華やかでまろやかな味わいが特徴。

ジョニーウォーカー ブルーラベル 2,300円
香りがきいた芳醇で重厚な味わいが特徴。

マッカラン18年

3,500円

ブランデー
Brandy

ヘネシーVS

800円

デリケートでマイルドな味わいに仕上がっています。

厳選されたシェリー樽で最低18年間熟成させた
原酒のみを使用。

※ストレート・ロック・水割り
・ハイボールいずれかをお申し付け下さい

白ワイン
マルス 甲州

4,200円

テラザス レゼルヴァ シャルドネ

4,500円

テラザス レゼルヴァトロンテス

4,500円

TOMOE シャルドネ クリスプ

4,800円

ケープ メンテル ソーヴィニヨン セミヨン

5,000円

ヴァン・
ド・プレジール

5,400円

スカイサイド シャルドネ

5,800円

TOMOE シャルドネ リザーブ

6,200円

穂坂甲州 キュベ穂坂耕

6,900円

クラウディーベイ ソーヴィニヨン ブラン

7,900円

クラウディーベイ シャルドネ

7,900円

山梨県 / 樽熟成させることのより、
ふくやかな味わいが特徴の甲州ワインです。

アルゼンチン産 / パイナップルやマンゴーの果実味・酸のバランスが良い！
アルゼンチン産 / トロピカルで爽快！スパイシーな料理と
！
ナチュラルな質感とミネラル感、
そしてクリアな印象が魅力です。
広島県 / フレッシュな味わいが魅力で、

オーストラリア産 / フレッシュライムの果実味とハーブ香の爽やかさが特長。
北海道 / さわやかな酸味と甘さとのバランスを追求して生まれた優しい口当たりの白ワイン。
U.S.A産 / レモンやオレンジのシトラス・エレガントな酸味が食事を華やかにします。
広島県 / 濃厚感、
肉厚さを感じる辛口、
しっかりとしたボディでなめらかな飲み口です。

山梨県 / 熟成中の原酒の中から厳選してボトリングした特別キュベのしっかりとしたボディ感のある白ワイン。

ニュージーランド産 / 世界中が白に目覚めた1本。青りんごを思わせる爽快さが衝撃的！
ニュージーランド産 / オーク樽のかすかなスモーキーさと深いミネラル感。

赤ワイン
サントネージュ かみのやま カベルネ・ソーヴィニヨン

4,100円

テラザス レゼルヴァ カベルネ ソーヴィニヨン

4,500円

テラザス レゼルヴァ マルベック

4,500円

TOMOE マスカット・ベーリーA

4,700円

ジャパンプレミアム メルロ

4,900円

農民ロッソ 赤

5,300円

スカイサイドレッド ブレンド

5,500円

ヌマンシア テルメス

6,000円

ケープメンテル カベルネ メルロ

6,300円

TOMOE メルロー

7,500円

クラウディーベイ ピノノワール

8,600円

山梨県 / カシスなどの香りに樽香が調和。若々しさが残る果実味に豊かなタンニンが骨格を与えています。

アルゼンチン産 / スパイシーなアロマと濃厚なプラムの果実味が特長。

アルゼンチン産 / アルゼンチンの高貴な品種マルベック。
肉料理にピッタリ
！

さらさらとした飲み口、
フレッシュでフルーティーな味わいが特徴です。
山梨県 / 優しい渋み、爽やかな酸味、

長野・山梨県 / 果実味としなやかなタンニンが心地よく調和した、
やわらかな味わいの赤の日本ワインです。

山梨・長野・山形・栃木県 / 程よい酸味とほのかな樽の風味が、
このやさしいワインに、
しなやかさと複雑味をあたえています。
U.S.A産 / タンニンがまろやかに馴染んだ口当たり。
スミレとチョコレートのアロマ。

スペイン産 / 完熟したダークチェリーや野イチゴ。
凝縮感のある味わい。

オーストラリア産 / エレガントなボルドーブレンド。

広島県 / まろやかな舌触りでシルキーなタンニンが心地よく、程よい酸味と複雑味がお楽しみいただけます。

ニュージーランド産 / 果実味が豊かでエレガントな深みがある味わい。

シャンパン
〈フランス産〉

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル

13,000円

3種類の葡萄のバランスがよく調和した味わい。色んな料理によく合います。

ヴーヴ・クリコ ホワイトラベル

15,000円

半甘口のシャンパン。
デザートまで一緒に楽しめます。

ルイナールブラン・
ド・ブラン

23,000円

シャルドネのみから造られたシャンパン。
なめらかでバランスがよい。

ドン・ペリニヨン ヴィンテージ

55,000円

新鮮さと熟成感をあわせ持つ。
みずみずしさと安定感が際立ち魅力的。

スパークリングワイン
〈アルゼンチン産〉

アラモス エクストラ ブリュット

3,800円

香り高き果実のアロマ、
ふくよかなる泡、
心地よいミネラルの余韻が特徴です。

〈オーストラリア産〉

シャンドン ブリュット

6,000円

伝統的製法で造られたフレッシュシトラスの様なピュアな果実味が爽快です。

シャンドン ロゼ

6,700円

新鮮なイチゴやざくろ、
チェリーを思わせるアロマ。
爽快で酸味のある味わい。

グラスワイン
〈オーストラリア産〉

デ・ボルトリ
・ロリマー 白

700円

豊かな酸味、
クリーミーな余韻とが合わさり、
バランスの良いワインに仕上げております。

デ・ボルトリ
・ロリマー 赤
シラーズ由来のペッパー風味が上手に調和した複雑味のある味わいになっております。

700円

日本酒
九頭龍 逸品
（本醸造/黒龍酒造）

一合

瀧自慢 はやせ
（辛口純米/瀧自慢酒造）

一合1,000円

黒龍 純吟
（純米吟醸/黒龍酒造）

一合1,100円

正

一合1,200円

飲み飽きしないやわらかな味わいと爽やかな酔い心地で、
知らぬ間にお酒がすすみます。

800円

すっきりとしたキレの良い味わいが自慢です。食中酒におすすめの1本。
米本来の旨みと爽やかな飲み心地を追求しました。味と香りのハーモニーが醸す深いうまさの純米吟醸酒です。

雪
（純米吟醸/神沢川酒造）

みずみずしい果実香と、
なめらかな舌触り、
するりと嫌味のない喉越しと抜群のキレ。
非常にバランスのとれた一本。

三種飲み比べセット

1,400円

※他にも季節限定酒等入荷しております。
お気軽にお尋ねください。

焼 酎
幡
（高良酒造）

グラス650円 /一合1,000円

杜の妖精（大久保酒造）

グラス650円 /一合1,000円

吉兆宝山
（西酒造）

グラス650円 /一合1,000円

千代吉
（八千代伝酒造）

グラス750円 /一合1,200円

佐藤 黒
（佐藤酒造）

グラス750円 /一合1,200円

侍士の門
（太久保酒造）

グラス750円 /一合1,200円

八

芋焼酎本来のコクと複雑な深い味わいがあり、
長い余韻が魅力の純粋な旨味。

焼き芋焼酎ならではの香ばしさとコク、
芋の旨みがあり上品な味わいでどんな飲み方でも良く合います。
口に含むと、
柔らかさが広がり、
いつまででも飲み続けられます。

品な香りにしっかりとした芋の甘みがマッチし、
バランスがよく、
まろやかな丸い感じの味わいに仕上がっています。
力強い香りと味わいと丁寧な熟成による繊細で滑らかな舌触りが特長。

幻の芋と幻の米で造られた芳醇な香りと濃厚な旨味が楽しめる逸品を是非お楽しみください。

佐藤黒・侍士の門は四合ボトルもございます。

各4,500円

※氷・天然水・ソーダ水は別途頂戴致します。

黒糖焼酎
まんこい
（弥生焼酎醸造所）

グラス650円 /一合1,000円

壱乃醸朝日
（朝日酒造）

グラス750円 /一合1,200円

立ち上がる香りと口当たりの甘さの中にしっかりとした旨味がある本格焼酎です。

黒糖の香りがはっきりと表れ、
黒麹で仕込むことにより、
シャープな飲み心地でキレのある味わいに仕上がっております。

