
Season’ -Zen ¥¥3,700 (¥4,477)

Kaga-Gozen ¥4,600 (¥5,566)

Seasonal-Kaiseki ¥¥6,000 (¥7,260)



Hourai ¥¥7,500 (¥9,075)

Aioi ¥8,900 (¥10,769)

Hagoromo ¥11,500 (¥13,915)

Oimatsu ¥14,000 (¥16,940)

Takasago ¥15,900 (¥19,239)
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日本酒　Japanese Sake

聴泉　燗酒 Cho-Sen

　本醸造　辛口　酒度 ＋4 150ml \720 (\871)

遊穂　燗酒 Yu-ho

　純米　辛口　酒度 ＋6 150ml \900 (\1,089)

竹葉 Chikuha

　純米　やや辛口　酒度 ±0 150ml \660 (\798)

300ml \1,280 (\1,548)

加賀山水 Kaga Sansui

　純米吟醸　辛口　酒度 ＋4 150ml \1,080 (\1,306)

300ml \2,000 (\2,420)

献上 竹葉 Kenjyo Chikuha

　大吟醸　辛口　酒度 ＋5 150ml \1,400 (\1,694)

300ml \2,750 (\3,327)

地元神奈川のお酒

天青 -千峰- Tensei Senpou

　純米吟醸　やや辛口　酒度 ＋2 150ml \1,400 (\1,694)

300ml \2,700 (\3,267)

ボトル 720ml \6,400 (\7,744)

世界で最も知られる日本酒

獺祭 -磨き三割九分- Dassai

　純米大吟醸　日本酒度：非公開 180ml \2,200 (\2,662)

300ml \3,400 (\4,114)

ボトル 720ml \7,800 (\9,438)

加賀鳶 -極寒純米- Kaga Tobi

　金沢で最も長い歴史をもつ酒蔵福光屋が醸す、定番といえる純米酒。
　「もう一杯飲みたい」と思わせるキレの良さが特長の純米酒です。

　極寒純米　辛口　酒度 ＋4 150ml \1,100 (\1,331)

300ml \2,000 (\2,420)

ボトル 720ml \4,500 (\5,445)

立山 Tateyama

　北陸最大を誇る立山酒造で生み出される、上質な吟醸酒。
　ほのかに香る吟醸香、淡麗でスッキリとした喉越しとキレのよい後口。

　吟醸　辛口　酒度 ＋4 150ml \1,200 (\1,452)

300ml \2,300 (\2,783)

ボトル 720ml \5,000 (\6,050)

〆張鶴 -純- Shimeharizuru -Jun-

　酒米“五百万石”だけで、天然の味を最高に生かした純米吟醸酒。
　〆張鶴の中でも特に人気が高く、飽きのこない逸品です。

　純米吟醸　やや辛口　酒度 ＋3 150ml \1,400 (\1,694)

300ml \2,700 (\3,267)

ボトル 720ml \6,000 (\7,260)

常きげん -雷神- Jyokigen -Raijin-

　酒造りの神様農口尚彦氏の流れを汲む鹿野酒造の銘酒。
　山田錦100%で造った雷神の名に ふさわしいキレの良い辛口の吟醸です。

　吟醸　やや辛口　酒度 ＋3 150ml \1,500 (\1,815)

300ml \2,800 (\3,388)

ボトル 720ml \6,400 (\7,744)

常きげん -風神- Jyokigen -Fujin-

　風神の名の通り、風のようにスッと入る飲み心地で、
　熟成された旨みが特長。雷神との飲み比べをお愉しみくださいませ。

　純米吟醸　やや辛口　酒度 ＋2 150ml \1,700 (\2,057)

300ml \3,300 (\3,993)

ボトル 720ml \7,400 (\8,954)

（※数に限りがございます。品切れの場合はご容赦下さいませ。）

ー 厳選の名酒 ー

新潟県「朝日酒造」 秋田県「新政酒造」

福井県「黒龍酒造」 福井県「加藤吉平商店」

新政

「コスモス」

純米

※（ ）内料金には消費税・サービス料10％が含まれております。

※ Prices in parenthesis include consumption tax and 10% service charge.

久保田

「萬壽」

純米大吟醸

口あたりは柔らかく、辛口ではあるものの、
米の甘みが感じられます。
他の久保田シリーズと比べ、
香りが豊かで味に深みがあるのが魅力。
「久保田」ブランドの最高峰です。

秋田生まれの酒造米「改良信交」のみを
使用した、貴重な名酒。
１年間の低温熟成により、伸びのある
旨み、甘み、コクが絶妙なバランスで
調和した味わいをお楽しみ下さい。

黒龍

「龍」

大吟醸

昭和50年に日本で初めて
一般市場に流通した大吟醸で、
日本一高価な酒としても有名になりました。
ふわりと抜ける美しい香り、まろやかで
心地良い口当たり、キレのよい後口、
長期熟成の旨みを存分に感じる上品な余韻。
いつもでも飲んでいたいと思わせる名酒です。

日本初、政府専用機の正式機内酒に採用。
国賓をお招きする晩餐会や政府主催の
重要な席で数多く使用されています。
気品ある素晴らしい香り、優しく柔らかで、
深さと共に存在感のある感動の味わいです。
大切なお客様をお招きした席で、
お召し上がり頂く事をお勧め致します。

辛口
酒度 ＋５

酒度 非公開

辛口
酒度 ＋４

梵

「日本の翼」

純米大吟醸

辛口
酒度 ＋３

ボトル 720ml ￥10,500 (¥12,705) ボトル 720ml ￥10,500 (¥12,705)

ボトル 720ml ￥16,000 (¥19,360) ボトル 720ml ￥18,000 (¥21,780)



シャンパン　Champagne

モエ エ シャンドン ボトル Bottle \10,800 (\13,068)

　Moët & Chandon

1/2Bottle \6,200 (\7,502)

スパークリングワイン　Sparkling wine

ポールスター グラス  a Glass \780 (\943)
　Polestar

ビール  Beer

生ビール（小）　ヱビス \ 560 (\677)

　Draft Beer

生ビール（中）　ヱビス \ 740 (\895)

　Draft Beer

ビール（小瓶）　サッポロ・アサヒ・キリン \ 740 (\895)

　Bottle Beer　      SAPPORO , ASAHI , KIRIN

ノンアルコールビール（小瓶） \ 620 (\750)

　Non-Alcoholic Beer

ウィスキー　Whisky

「竹鶴」ピュアモルト シングル    a single \800 (\968)

　Taketsuru Pure Malt ハイボール Whiskey and Soda \800 (\968)

ボトル 　   Bottle \12,800 (\15,488)

果実酒　Fruit wine

加賀の梅酒「萬歳楽」  Kaga  Ume-shu \650 (\786)

ソフトドリンク　Soft Drinks

オレンジジュース Orange Juice \500 (\605)

アップルジュース Apple Juice \500 (\605)

コーラ Cola \500 (\605)

ウーロン茶 Oolong Tea \500 (\605)

ジンジャーエール Ginger Ale \500 (\605)

ペリエ Perrier \600 (\726)

ミネラル Water \300 (\363)

※（ ）内料金には消費税・サービス料10％が含まれております。
※ Prices in parenthesis include consumption tax and 10% service charge.

ワイン Wine

　　グラスワイン　a Glass　120ml

　　　[白]　　グランポレール (日本) \780 (\943)

　　[Blanc]　「エスプリ･ド･ヴァン･ジャポネ 泉～SEN～」

　　　GRANDE POLAIRE Espri de vin Japonais 'SEN'

　　　[赤]　　グランポレール (日本) \780 (\943)

　　[Rouge]　「エスプリ･ド･ヴァン･ジャポネ 絢～AYA～」
　　　GRANDE POLAIRE Espri de vin Japonais 'AYA'

　　ボトルワイン 　a Bottle　750ml

　　　[白]　ムートン･カデ ソーヴィニヨン･ブラン \6,500 (\7,865)

　　[Blanc]　 MOUTON CADET（フランス）

　　フレッシュハーブのような爽やかな香りが特長。

　　薬味を添えるイメージでワインの風味を合わせると料理が一層美味しくなります。

　 ペンフォールズ クヌンガ･ヒル･オータム リースリング \8,500 (\10,285)
　　　KOONUNGA HILL AUTUMN RIESRING（オーストラリア）

　　 ライムやバラの花びらのようなアロマティックな香りが魅力的なやや辛口の味わい。

　　 親しみやすい白ワインがお好みなら、和食ともよく合うこちらがおすすめです。

　 ラブレ･ロワ シャブリ･プルミエ･クリュ･フルショーム \11,000 (\13,310)
　　　LABOURE-ROI CHABLIS PREMIER CRU FOURCHAUME（フランス）

　　 辛口の代名詞「シャブリ」。魚介類とは文句なしの組み合わせです。

　　 上質な1級畑フルショームのシャブリのため、力強さと余韻の長さは流石のひと言です。

　　　[赤]　ムートン・カデ ルージュ \6,500 (\7,865)

　　[Rouge]　MOUTON CADET（フランス）

　　果実味主体のミディアムボディ。名門シャトー・ムートンが手掛けるお手頃ボルドーワイン。

　 シャトー セントジーン カリフォルニア･ピノノワール \8,500 (\10,285)
　　　CHATEAU ST.JEAN CALIFORNIA PINOT NOIR（アメリカ）

　　 赤い果実の香りと木樽の風味が綺麗に溶け込んだ上品な香りのミディアムライトボディ。

　　 渋味がとてもしなやかなため、魚介類とも上手く寄り添います。

　 カーヴ･サン･ピエール シャトーヌフ･デュ･パプ \11,000 (\13,310)
　　　CAVES SAINT-PIERRE Châteauneuf du Pape（フランス）

　　 太陽の恵みを受けた完熟ブドウ由来の力強い果実味が楽しめるフルボディ。

　　 当店名物の治部椀ともよく合います。重めがお好みならこちらがおすすめです。

焼　酎　Spirits

＜麦＞ 一粒の麦（鹿児島） グラス \ 650 (\786)

ボトル \5,400 (\6,534)

吾空 （福岡） グラス \ 820 (\992)

ボトル \7,000 (\8,470)

＜芋＞ あくがれ （宮崎） グラス \ 650 (\786)

ボトル \5,400 (\6,534)

富乃宝山（鹿児島） グラス \ 790 (\955)

ボトル \6,500 (\7,865)

千鶴（鹿児島） グラス \ 820 (\992)

ボトル \7,000 (\8,470)

＜丸芋＞ のみよし （石川） グラス \1,200 (\1,452)

ボトル ￥10,000 (\12,100)

森伊蔵は初代より受け継いだ技で、契約栽培の薩摩芋（黄金千貫）を用い、

昔ながらのかめ壷でじっくりと熟成発酵させた焼酎です。

甘みのあるすっきりとしてまろやかな味わいが好まれ、

生産量が限られているため、「幻の焼酎」とも言われています。

森伊蔵 （鹿児島） Mori Izou グラス \1,050 (\1,270)

ボトル \10,500 (\12,705)

3年古酒  極上 森伊蔵
　３Years Koshu Mori Izou ボトル \15,500 (\18,755)

10年古酒  楽酔喜酒 森伊蔵
　10Years Koshu Mori Izou ボトル \59,000 (\71,390)

かめ壷焼酎　森伊蔵 　Mori Izou
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