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Drink Menu 
 
 
  



*Above prices include 10% service charge and consumption tax. (service charge and tax excluded) 
*記載の料金には 10％のサービス料、税金が含まれております。（本体価格） 

Soft Drink ソフトドリンク 

烏龍茶 Oolong Tea ¥700 (590) 

黒烏龍茶 Black Oolong Tea ¥800 (673) 

コカコーラ Coca-Cola ¥750 (632) 

ジンジャエール Ginger Ale ¥750 (632) 

オレンジジュース Orange Juice ¥700 (590) 

奥越前の水 “Oku Echigo” Water ¥720 (607) 

ペリエ Perrier ¥850 (717) 

 
BEER ビール 

生ビール プレミアムモルツ Draft Beer Suntory Premium Malts ¥1,200 (1,011) 

瓶ビール（中瓶）アサヒスーパードライ Bottled Beer Asahi (500ml) ¥1,130 (  952) 

瓶ビール（小瓶）キリン・サッポロ Bottled Beer Kirin or Sapporo (334ml) ¥  930 (  784) 

サントリー オールフリー Alcohol-Free Beer Suntory All Free ¥  850 (  717) 

 

Liqueur 果実酒 

雑賀 梅清酒（梅酒）＜和歌山県＞ Plum ¥850 (  717) 

大那ゆずこ （柚子酒）＜栃木県＞ “Yuzu” ¥850 (  717) 

るみ子のしそ酒（しそ酒）＜三重県＞ “Shiso” ¥850 (  717) 

 

Shochu 焼酎 

天草（麦） 
 ＜熊本県＞ “Amakusa” Malt Shochu Glass ¥770 (  649) 

Bottle ¥5,660 (4,765) 

情け鳩（麦） 
 ＜東京都・八丈島＞ “Nasake Hato” Malt Shochu Glass ¥770 (  649) 

Bottle ¥5,660 (4,765) 

きろく（芋） 
 ＜宮崎県＞ “Kiroku” Potato Shochu Glass ¥870 (  733) 

Bottle ¥6,170 (5,194) 

紫尾の露（芋） 
 ＜鹿児島県＞ “Shibi no tsuyu” Potato Shochu Glass ¥820 (  691) 

Bottle ¥6,690 (5,632) 

於茂登（泡盛） 
 ＜沖縄県＞ “Omoto” Awamori Glass ¥770 (  649) 

Bottle ¥4,630 (3,899) 

有泉（黒糖） 
 ＜鹿児島県奄美大島＞ “Yusen” Brown sugar Shochu Glass ¥820 (  691) 

Bottle ¥6,690 (5,632) 

サービス料・税金込 （本体価格） 



*Above prices include 10% service charge and consumption tax. (service charge and tax excluded) 
*記載の料金には 10％のサービス料、税金が含まれております。（本体価格） 

Japanese Sake by the glass & bottle 日本酒（グラス 90ml ・一合 180ml・四合瓶） 

澤乃井 本醸造 
 ＜東京都 青梅市＞ 

Sawanoi  Honjozo 90ml ¥510 (   430) 
180ml ¥1,020 (   860) 

立山 本醸造 
 ＜富山県 砺波市＞ 

Tateyama  Honjozo 90ml ¥720 (   607) 
180ml ¥1,440 (  1,213) 

大七 きもと 純米 
 ＜福島県 二本松市＞ 

Daishichi  Kimoto Junmai 90ml ¥670 (   565) 
180ml ¥1,340 (  1,129) 

黒龍 大吟醸 
 ＜福井県吉田郡 永平寺町＞ 

Kokuryu  Dai-Ginjo 
90ml ¥1,800 (  1,516) 

180ml ¥3,600 (  3,031) 
720ml ¥12,600 (10,607) 

かがり 純米大吟醸 
 ＜福島県 喜多方市＞ 

Kagari  Junmai-Dai-Ginjo 
90ml ¥1,250 (  1,053) 

180ml ¥2,500 (  2,105) 
720ml ¥10,000 (  8,419) 

東光 洌 純米大吟醸 
 ＜山形県 米沢市＞ Toko “Retsu”  Junmai-Dai-Ginjo 

90ml ¥1,030 (   868) 
180ml ¥2,060 (  1,735) 
720ml ¥7,210 (  6,070) 

赤野 純米吟醸 
 ＜高知県 安芸市＞ 

Akano  Junmai-Ginjo 
90ml ¥930 (   784) 

180ml ¥1,860 (  1,567) 
720ml ¥6,510 (  5,480) 

真澄みやさか 純米 
 ＜長野県 諏訪市＞ 

Masumi “Miyasaka”  Junmai 
90ml ¥870 (   733) 

180ml ¥1,740 (  1,460) 
720ml ¥6,090 (  5,127) 

一ノ蔵 すず音 微発泡清酒 
 ＜宮城県 大崎市＞ 

Ichinokura “Suzune” Sparking 300ml ¥2,780 (  2,341) 

 

Sake by the Bottle 720ml 日本酒 4 合瓶 
獺祭 純米大吟醸 その先へ 
 ＜山口県 岩国市＞ 

Dassai “Sonosakie”  Junmai-Dai-Ginjo ¥100,000 (84,176) 

黒龍 仁左衛門 純米大吟醸 
 ＜福井県 吉田郡 永平寺町＞ 

Kokuryu “Nizaemon”  Junmai-Dai-Ginjo ¥46,000 (38,721) 

黒龍 石田屋 純米大吟醸 
 ＜福井県 吉田郡 永平寺町＞ 

Kokuryu “Ishida-ya”  Junmai-Dai-Ginjo ¥46,000 (38,721) 

黒龍 しずく 純米大吟醸  
＜福井県 吉田郡 永平寺町＞ 

Kokuryu “Shizuku”  Junmai-Dai-Ginjo ¥29,000 (24,411) 

義侠 慶 純米大吟醸 
 ＜愛知県 愛西市＞ 

Gikyo “Yorokobi”  Junmai-Dai-Ginjo ¥31,500 (26,516) 

磯自慢 大吟醸 
 ＜静岡県 焼津市＞ 

Isojiman  Dai-Ginjo ¥20,000 (16,836) 

開運 純米大吟醸 
 ＜静岡県 掛川市＞ 

Kaiun  Junmai-Dai-Ginjo ¥19,000 (15,994) 

真澄 大吟醸 夢殿 
 ＜長野県 諏訪市＞ 

Masumi “Yumedono“  Dai-Ginjo  ¥19,000 (15,994) 

※その他、きき酒師おすすめの日本酒をご用意しております。 


