
ワイン
WINE

グラスシャンパン……………………………………

グラスワイン…………………………………………

シェリー  フィノ ………………………………………

シェリー  アモンティヤード …………………………

シェリー  クリーム …………………………………

シェリー  オロロソ …………………………………

ルビー  ポート…………………………………………

ホワイト  ポート ………………………………………

ヴェルモット  ドライ……………………………………

ヴェルモット  スウィート ………………………………

Glass Champagne

Glass Wine

Sherry Fino

Sherry Amontillado

Sherry Cream

Sherry Oloroso

Ruby Port

White Port

Vermouth Dry

Vermouth Sweet

￥2,000

 ￥1,300

￥1,000

￥1,300

 ￥1,300

 ￥1,300

 ￥1,000

￥1,000

￥1,000

￥1,000

There is cover charge of JPY800 Per Person.

All prices include service charge and tax.

※テーブルチャージとして、¥800頂戴いたします。

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

オレンジジュース …………………………………

グレープフルーツジュース …………………………

アップルタイザー………………………………………

コーラ …………………………………………………

クランベリー……………………………………………

レモンスカッシュ ………………………………………

ウーロン茶 ……………………………………………

ジンジャーエール………………………………………

ペリエ …………………………………………………

トマトジュース …………………………………………

トニックウォーター ……………………………………

Orange Juice

Grapefruit Juice

Appletiser

Cola

Cranberry

Lemon Squash

Oolong Tea

Ginger Ale

Perrier

Tomato Juice

Tonic Water

￥1,300

￥1,300

￥900

￥900

￥900

￥900

￥900

￥900

￥900

￥900

￥900

Glass

ソフトドリンク
SOFT DRINK

All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.
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日本酒（純米酒）………………………………………
Sake (Junmai)

￥1,000

生ビール  サッポロクラシック（北海道限定）………  

生ビール  アサヒスーパードライ エクストラコールド 

キリンラガー…………………………………………　

サッポロ黒ラベル …………………………………　

サントリー  ザ・プレミアム・モルツ  マスターズ・ドリーム 　

ギネス　スタウト……………………………………　

ドラフト　ギネス ……………………………………　

ノンアルコールビール …………………………………

Draft Beer Sapporo Classic（Hokkaido Limited Edition）

Draft Beer Asahi Super Dry Extra Cold

Kirin Lager

Sapporo Black Label

Suntory The Premium Malt’s Master’s Dream

Guinness Stout

Draught Guinness

Alcohol-Free

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,200

￥1,100

￥1,100

￥900

Glass

日本酒&ビール
SAKE&BEER

国産ウイスキー
JAPANESE WHISKY

厚岸ニューボーン ……………………………………
Akkeshi New Born

￥2,000
Bottle Shot

スーパー  ニッカ…………………………

ニッカ  ピュアモルト竹鶴…………………

ザ･ニッカ…………………………………

ニッカ  シングルモルト  余市 ……………

ニッカ  シングルモルト  宮城峡 …………

Super Nikka

Nikka Pure Malt Taketsuru

The Nikka

Nikka Single Malt Yoichi

Nikka Single Malt Miyagikyo

￥1,000

￥1,600

￥1,600

￥1,800

￥1,800

￥13,000

￥19,000

￥19,000

￥21,000

￥21,000

Suntory Single Grain Chita

Suntory Single Malt Hakushu NA

Suntory Single Malt Yamazaki NA

￥1,400

￥1,800

￥1,800

￥17,000

￥21,000

￥21,000

サントリー  シングルグレーン  知多 ·………

サントリー  シングルモルト  白州 NA ·……

サントリー  シングルモルト  山崎 NA ·……

All prices include service charge and tax.
※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.
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ジン

ウォッカ

ラム

テキーラ

焼酎 

GIN

VODKA

RUM

TEQUILA

SHOCHU

紅櫻蒸留所　クラフトジン 9148 ……

ニッカ　カフェジン ……………………

ジャパニーズ クラフト ジン 六 ………

タンカレー　ナンバーテン ……………

ニッカ　カフェウォッカ…………………

ズブロッカ ………………………………

バカルディ ………………………………

ロン  サカパ  23………………………

サウザ  スリー  ジェネレーション  プラタ 

ドンフリオ  レポサド……………………

一刻者（芋） ……………………………

閻魔（麦） ………………………………

Benizakura Distillery Craft Gin 9148

Nikka Caffey Gin

The Japanese Craft Gin ROKU

Tanqueray No.Ten

Nikka Caffey Vodka

Zubrowka

Bacardi

Ron Zacapa 23

Sauza Tres Generaciones Plata

Don Julio Reposado

Ikkomon

Ennma

￥1,500

￥1,500

￥1,500

￥1,500

￥1,500

￥1,000

￥1,000

￥1,500

￥1,500

￥1,500

￥1,000

￥1,000

Shot

スピリッツ
SPRITS

カバラン  クラシック………………………
Kavalan Classic

￥1,400￥17,000
Bottle Shot

シングルモルト  台湾ウイスキー
SINGLE MALT TAIWANESE WHISKY

ポール  ジョン  ブリリアンス …………… ￥1,400￥17,000
Bottle Shot

シングルモルト  インディアンウイスキー
SINGLE MALT INDIAN WHISKY

Paul John Brilliance
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All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.
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￥19,000

￥19,000

￥25,000

 ￥21,000

￥19,000

  

￥21,000

￥21,000

グレンフィディック  12年 …………………

ザ･グレンリベット  12年 …………………

ザ･グレンリベット  18年 …………………

ザ･グレンリベット  25年 ……………………………

ザ･マッカラン  ダブルカスク  12年 ……

オーヘントッシャン  10年…………………

スプリング　バンク  10年 …………………………

タリスカ  10年……………………………

ハイランド  パーク  12年 ………………

Glenfiddich 12years

The Glenlivet 12years

The Glenlivet 18years

The Glenlivet 25years

The Macallan Double Cask 12years

Auchentoshan 10years

Spring Bank 10years

Talisker 10years

Highland Park 12years

￥1,600

￥1,600

￥2,000

￥5,000

￥1,800

￥1,600

￥1,800

￥1,800

￥1,800

Bottle Shot

シングルモルト  スコッチウイスキー
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

スペイサイド モルト  Speyside Malt 

ローランド モルト  Lowland Malt 

キャンベルタウン モルト  Campbeltown Malt 

アイアンズ モルト  Islands Malt 

ジャックダニエル　ブラック………………
Jack Daniel’s Black

￥1,400￥17,000
Bottle Shot

テネシー ウイスキー
TENNESSEE WHISKY

クルボアジェ  エクストラバカンス ………

ヘネシー  Ｖ.Ｓ.Ｏ.Ｐ.………………………

ヘネシー  Ｘ.Ｏ. …………………………

アルマニャック………………………………………

カルヴァドス…………………………………………

グラッパ ……………………………………………

マール………………………………………………

Courvoisier Extravagance

Hennessy V.S.O.P.

Hennessy X.O.

Armagnac

Calvados

Grappa

Marc

￥2,000

￥2,000

￥3,500

￥1,600

￥1,600

￥1,600

￥1,600

￥25,000

￥25,000

￥45,000

Bottle Shot

ブランデー
BRANDY
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All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

ブラントン…………………………………

フォアローゼス……………………………

Ｉ.Ｗ. ハーパー……………………………

Ｉ.Ｗ. ハーパー  12年……………………

メーカーズ  マーク………………………

メーカーズ  マーク  46 …………………

ノブ  クリーク ……………………………

ワイルド  ターキー  8年 …………………

ウッドフォード  リザーブ  12年 …………

Blanton’s

Four Roses

I.W.Harper

I.W.Harper 12years

Maker’s Mark

Maker’s Mark 46

Knob Creek

Wild Turkey 8years

Woodford Reserve 12years

￥1,600

￥1,000

￥1,000

￥1,400

￥1,400

￥1,600

￥1,400

￥1,400

￥1,400

￥19,000

￥13,000

￥13,000

￥17,000

￥17,000

￥19,000

￥17,000

￥17,000

￥17,000

Bottle Shot

バーボン  ウイスキー
BOURBON WHISKEY

￥21,000

￥21,000

 ￥21,000

￥19,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

エドラダワー  10年………………………

オーバン  14年 …………………………

オールド　プルトニー　12年 ……………

トマーチン  12年…………………………

アードベッグ  10年 ………………………

ボウモア  12年 …………………………

ブルイックラディ …………………………

ブナハーブン  12年 ……………………

カリラ  12年 ……………………………

キルホーマン ……………………………

ラガヴーリン  16年 ………………………

ラフロイグ  10年…………………………

Edradour 10years

Oban 14years

Old Pulteney 12years

Tomatin 12years

Ardbeg 10years

Bowmore 12years

Bruichladdich

Bunnahabhain 12yeras

Caol Ila 12years

Kilchoman

Lagavulin 16years

Laphroaig 10years

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,600

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

Bottle Shot

シングルモルト  スコッチウイスキー
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

ハイランド  モルト  Highland Malt 

アイラ モルト  Islay Malt
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All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

バランタイン  12年 ………………………

バランタイン  17年 ………………………

バランタイン  30年 …………………………………

シーバス  リーガル  12年 ………………

シーバス  リーガル  ミズナラ …………… 　　　　　　

ジョニー  ウォーカー  ブラック  12年……

ジョニー  ウォーカー  ブルー……………

オールド  パー  12年……………………

ロイヤル  サルート  21年 ………………

ロイヤル  ハウスホールド ………………

ザ･フェイマスグラウス  ファイネスト ……

ザ･ネイキッド  グラウス …………………

Ballantine’s 12years

Ballantine’s 17years

Ballantine’s 30years

Chivas Regal 12years

Chivas Regal Mizunara

Johnnie Walker Black 12years

Johnnie Walker Blue

Old Parr 12years

Royal Salute 21years

Royal Household

The Famus Grouse Finest

The Naked Grouse

￥1,400

￥2,000

￥10,000

￥1,400

￥1,400

￥1,400

￥3,000

￥1,600

￥3,000

￥5,000

￥1,000

￥1,200

￥17,000

￥25,000

￥17,000

￥17,000

￥17,000

￥40,000

￥19,000

￥40,000

￥60,000

￥13,000

￥15,000

Bottle Shot

スコッチ  ウイスキー
SCOTCH WHISKY

アルバータ　ダーク　バッチ ……………

カナディアン　クラブ ……………………

シーグラム　クラウン　ローヤル ………

Alberta Dark Batch

Canadian Club

Seagram’s Crown Royal

￥1,200

￥1,000

￥1,200

￥15,000

￥13,000

￥15,000

Bottle Shot

カナディアン ウイスキー
CANADIAN WHISKY

カネマラ　シングルモルト　ウイスキー…

ジェムソン ………………………………

タラモア　デュー ………………………

Connemara Single Malt Whisky

Jameson

Tullamore Dew

￥1,200

￥1,000

￥1,000

￥15,000

￥13,000

￥13,000

Bottle Shot

アイリッシュ  ウイスキー
IRISH WHISKEY

ザ･ワン …………………………………
The One

￥1,600￥19,000
Bottle Shot

ブリティッシュ　ウイスキー
BRITISH WHISKEY
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All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

バランタイン  12年 ………………………

バランタイン  17年 ………………………

バランタイン  30年 …………………………………

シーバス  リーガル  12年 ………………

シーバス  リーガル  ミズナラ …………… 　　　　　　

ジョニー  ウォーカー  ブラック  12年……

ジョニー  ウォーカー  ブルー……………

オールド  パー  12年……………………

ロイヤル  サルート  21年 ………………

ロイヤル  ハウスホールド ………………

ザ･フェイマスグラウス  ファイネスト ……

ザ･ネイキッド  グラウス …………………

Ballantine’s 12years

Ballantine’s 17years

Ballantine’s 30years

Chivas Regal 12years

Chivas Regal Mizunara

Johnnie Walker Black 12years

Johnnie Walker Blue

Old Parr 12years

Royal Salute 21years

Royal Household

The Famus Grouse Finest

The Naked Grouse

￥1,400

￥2,000

￥10,000

￥1,400

￥1,400

￥1,400

￥3,000

￥1,600

￥3,000

￥5,000

￥1,000

￥1,200

￥17,000

￥25,000

￥17,000

￥17,000

￥17,000

￥40,000

￥19,000

￥40,000

￥60,000

￥13,000

￥15,000

Bottle Shot

スコッチ  ウイスキー
SCOTCH WHISKY

アルバータ　ダーク　バッチ ……………

カナディアン　クラブ ……………………

シーグラム　クラウン　ローヤル ………

Alberta Dark Batch

Canadian Club

Seagram’s Crown Royal

￥1,200

￥1,000

￥1,200

￥15,000

￥13,000

￥15,000

Bottle Shot

カナディアン ウイスキー
CANADIAN WHISKY

カネマラ　シングルモルト　ウイスキー…

ジェムソン ………………………………

タラモア　デュー ………………………

Connemara Single Malt Whisky

Jameson

Tullamore Dew

￥1,200

￥1,000

￥1,000

￥15,000

￥13,000

￥13,000

Bottle Shot

アイリッシュ  ウイスキー
IRISH WHISKEY

ザ･ワン …………………………………
The One

￥1,600￥19,000
Bottle Shot

ブリティッシュ　ウイスキー
BRITISH WHISKEY
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All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

ブラントン…………………………………

フォアローゼス……………………………

Ｉ.Ｗ. ハーパー……………………………

Ｉ.Ｗ. ハーパー  12年……………………

メーカーズ  マーク………………………

メーカーズ  マーク  46 …………………

ノブ  クリーク ……………………………

ワイルド  ターキー  8年 …………………

ウッドフォード  リザーブ  12年 …………

Blanton’s

Four Roses

I.W.Harper

I.W.Harper 12years

Maker’s Mark

Maker’s Mark 46

Knob Creek

Wild Turkey 8years

Woodford Reserve 12years

￥1,600

￥1,000

￥1,000

￥1,400

￥1,400

￥1,600

￥1,400

￥1,400

￥1,400

￥19,000

￥13,000

￥13,000

￥17,000

￥17,000

￥19,000

￥17,000

￥17,000

￥17,000

Bottle Shot

バーボン  ウイスキー
BOURBON WHISKEY

￥21,000

￥21,000

 ￥21,000

￥19,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

エドラダワー  10年………………………

オーバン  14年 …………………………

オールド　プルトニー　12年 ……………

トマーチン  12年…………………………

アードベッグ  10年 ………………………

ボウモア  12年 …………………………

ブルイックラディ …………………………

ブナハーブン  12年 ……………………

カリラ  12年 ……………………………

キルホーマン ……………………………

ラガヴーリン  16年 ………………………

ラフロイグ  10年…………………………

Edradour 10years

Oban 14years

Old Pulteney 12years

Tomatin 12years

Ardbeg 10years

Bowmore 12years

Bruichladdich

Bunnahabhain 12yeras

Caol Ila 12years

Kilchoman

Lagavulin 16years

Laphroaig 10years

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,600

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

Bottle Shot

シングルモルト  スコッチウイスキー
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

ハイランド  モルト  Highland Malt 

アイラ モルト  Islay Malt
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All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

￥19,000

￥19,000

￥25,000

 ￥21,000

￥19,000

  

￥21,000

￥21,000

グレンフィディック  12年 …………………

ザ･グレンリベット  12年 …………………

ザ･グレンリベット  18年 …………………

ザ･グレンリベット  25年 ……………………………

ザ･マッカラン  ダブルカスク  12年 ……

オーヘントッシャン  10年…………………

スプリング　バンク  10年 …………………………

タリスカ  10年……………………………

ハイランド  パーク  12年 ………………

Glenfiddich 12years

The Glenlivet 12years

The Glenlivet 18years

The Glenlivet 25years

The Macallan Double Cask 12years

Auchentoshan 10years

Spring Bank 10years

Talisker 10years

Highland Park 12years

￥1,600

￥1,600

￥2,000

￥5,000

￥1,800

￥1,600

￥1,800

￥1,800

￥1,800

Bottle Shot

シングルモルト  スコッチウイスキー
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

スペイサイド モルト  Speyside Malt 

ローランド モルト  Lowland Malt 

キャンベルタウン モルト  Campbeltown Malt 

アイアンズ モルト  Islands Malt 

ジャックダニエル　ブラック………………
Jack Daniel’s Black

￥1,400￥17,000
Bottle Shot

テネシー ウイスキー
TENNESSEE WHISKY

クルボアジェ  エクストラバカンス ………

ヘネシー  Ｖ.Ｓ.Ｏ.Ｐ.………………………

ヘネシー  Ｘ.Ｏ. …………………………

アルマニャック………………………………………

カルヴァドス…………………………………………

グラッパ ……………………………………………

マール………………………………………………

Courvoisier Extravagance

Hennessy V.S.O.P.

Hennessy X.O.

Armagnac

Calvados

Grappa

Marc

￥2,000

￥2,000

￥3,500

￥1,600

￥1,600

￥1,600

￥1,600

￥25,000

￥25,000

￥45,000

Bottle Shot

ブランデー
BRANDY
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All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

ジン

ウォッカ

ラム

テキーラ

焼酎 

GIN

VODKA

RUM

TEQUILA

SHOCHU

紅櫻蒸留所　クラフトジン 9148 ……

ニッカ　カフェジン ……………………

ジャパニーズ クラフト ジン 六 ………

タンカレー　ナンバーテン ……………

ニッカ　カフェウォッカ…………………

ズブロッカ ………………………………

バカルディ ………………………………

ロン  サカパ  23………………………

サウザ  スリー  ジェネレーション  プラタ 

ドンフリオ  レポサド……………………

一刻者（芋） ……………………………

閻魔（麦） ………………………………

Benizakura Distillery Craft Gin 9148

Nikka Caffey Gin

The Japanese Craft Gin ROKU

Tanqueray No.Ten

Nikka Caffey Vodka

Zubrowka

Bacardi

Ron Zacapa 23

Sauza Tres Generaciones Plata

Don Julio Reposado

Ikkomon

Ennma

￥1,500

￥1,500

￥1,500

￥1,500

￥1,500

￥1,000

￥1,000

￥1,500

￥1,500

￥1,500

￥1,000

￥1,000

Shot

スピリッツ
SPRITS

カバラン  クラシック………………………
Kavalan Classic

￥1,400￥17,000
Bottle Shot

シングルモルト  台湾ウイスキー
SINGLE MALT TAIWANESE WHISKY

ポール  ジョン  ブリリアンス …………… ￥1,400￥17,000
Bottle Shot

シングルモルト  インディアンウイスキー
SINGLE MALT INDIAN WHISKY

Paul John Brilliance
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All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

日本酒（純米酒）………………………………………
Sake (Junmai)

￥1,000

生ビール  サッポロクラシック（北海道限定）………  

生ビール  アサヒスーパードライ エクストラコールド 

キリンラガー…………………………………………　

サッポロ黒ラベル …………………………………　

サントリー  ザ・プレミアム・モルツ  マスターズ・ドリーム 　

ギネス　スタウト……………………………………　

ドラフト　ギネス ……………………………………　

ノンアルコールビール …………………………………

Draft Beer Sapporo Classic（Hokkaido Limited Edition）

Draft Beer Asahi Super Dry Extra Cold

Kirin Lager

Sapporo Black Label

Suntory The Premium Malt’s Master’s Dream

Guinness Stout

Draught Guinness

Alcohol-Free

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,200

￥1,100

￥1,100

￥900

Glass

日本酒&ビール
SAKE&BEER

国産ウイスキー
JAPANESE WHISKY

厚岸ニューボーン ……………………………………
Akkeshi New Born

￥2,000
Bottle Shot

スーパー  ニッカ…………………………

ニッカ  ピュアモルト竹鶴…………………

ザ･ニッカ…………………………………

ニッカ  シングルモルト  余市 ……………

ニッカ  シングルモルト  宮城峡 …………

Super Nikka

Nikka Pure Malt Taketsuru

The Nikka

Nikka Single Malt Yoichi

Nikka Single Malt Miyagikyo

￥1,000

￥1,600

￥1,600

￥1,800

￥1,800

￥13,000

￥19,000

￥19,000

￥21,000

￥21,000

Suntory Single Grain Chita

Suntory Single Malt Hakushu NA

Suntory Single Malt Yamazaki NA

￥1,400

￥1,800

￥1,800

￥17,000

￥21,000

￥21,000

サントリー  シングルグレーン  知多 ·………

サントリー  シングルモルト  白州 NA ·……

サントリー  シングルモルト  山崎 NA ·……

All prices include service charge and tax.
※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.
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ワイン
WINE

グラスシャンパン……………………………………

グラスワイン…………………………………………

シェリー  フィノ ………………………………………

シェリー  アモンティヤード …………………………

シェリー  クリーム …………………………………

シェリー  オロロソ …………………………………

ルビー  ポート…………………………………………

ホワイト  ポート ………………………………………

ヴェルモット  ドライ……………………………………

ヴェルモット  スウィート ………………………………

Glass Champagne

Glass Wine

Sherry Fino

Sherry Amontillado

Sherry Cream

Sherry Oloroso

Ruby Port

White Port

Vermouth Dry

Vermouth Sweet

￥2,000

 ￥1,300

￥1,000

￥1,300

 ￥1,300

 ￥1,300

 ￥1,000

￥1,000

￥1,000

￥1,000

There is cover charge of JPY800 Per Person.

All prices include service charge and tax.

※テーブルチャージとして、¥800頂戴いたします。

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

オレンジジュース …………………………………

グレープフルーツジュース …………………………

アップルタイザー………………………………………

コーラ …………………………………………………

クランベリー……………………………………………

レモンスカッシュ ………………………………………

ウーロン茶 ……………………………………………

ジンジャーエール………………………………………

ペリエ …………………………………………………

トマトジュース …………………………………………

トニックウォーター ……………………………………

Orange Juice

Grapefruit Juice

Appletiser

Cola

Cranberry

Lemon Squash

Oolong Tea

Ginger Ale

Perrier

Tomato Juice

Tonic Water

￥1,300

￥1,300

￥900

￥900

￥900

￥900

￥900

￥900

￥900

￥900

￥900

Glass

ソフトドリンク
SOFT DRINK

All prices include service charge and tax.

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.

※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

※特定原材料7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）の
　アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。

If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat
eggs, milk, peanuts), please inform the restaurant staf f.
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