
●シャンパン  Champagne

フルボトル Full bottle 20,000円ハーフボトル Half bottle   11,000円

モエ・エ・シャンドン
ブリュット・アンペリアル （フランス）
 Moet et Chandon Brut Imperial
コクのある芳醇な喉越しで、後味はどこまでも新鮮で
長く余韻が残ります。

●スパークリングワイン  Sparkling Wine

グラス glass   1,200円

セグラ・ビューダス
アリア ブリュットナチュレ （スペイン）
Segura Viudas Aria Brut Nature
ドサージュ(澱抜き)を行っておらず、繊細でキレのある
辛口な仕上がりのカヴァです。

フルボトル Full bottle 11,000円

フルボトル Full bottle 6,000円

●白ワイン  White Wine
ラブレ・ロワ シャブリ （フランス）
Labouré-Roi Chablis
キレ味が心地良く、すっきりとした辛口でありながら
優雅さも充分に愉しめます。

フルボトル Full bottle 8,000円

●赤ワイン  Red Wine
ルイ・ジャド ブルゴーニュ
ソンジュ・ド・バッカス ピノ・ノワール （フランス）
Louis Jadot Bourgogne Songes de Bacchus Pinot Noir
チェリーやラズベリーなどの果実実と酸味のバランスがとれた
ピノ・ノワールです。和紙調のラベルは日本限定です。

フルボトル Full bottle 8,000円

ジャン・ド・ヴィラレ ブリュット （フランス）
Jean de Villare'BRUT
きめ細かな泡立ちと、エレガントなブーケの中に、
白桃やりんご蜜のような香りが感じられます。

フルボトル Full bottle 6,500円

アルパ キャンティ （イタリア）
Arpa Chianti
チャーミングな口当たりとエレガントなタンニンがあり、
心地良い余韻も感じられ、親しみやすくバランスの良い
仕上がりです。

900円
グラスワイン（赤・白）
Glass Wine                  (Red・White)

ボトル（720ml）9,000円一合（180ml）2,300円

シングル single

●ウィスキー  Domestic Whisky

●樽生ビール  Draft Beer

900円
サッポロクラシック
Sapporo Classic

900円
アサヒスーパードライ
Asahi Super Dry

●瓶ビール  Bottled Beer

950円
サッポロ黒ラベル
Sapporo Black Label

950円
アサヒスーパードライ
Asahi Super Dry

1,300円
ニッカシングルモルト余市
Nikka Single Malt “Yoichi”

●さつまいも焼酎 Sweet-Potato Shochu(Distilled from sweet potato)

一刻者 石蔵甕貯蔵
Ikkomon Ishikurakame Chozo

シングル single 1,000円
スーパーニッカ
Super Nikka

宝酒造／鹿児島県 27度
蔵元／産地名 度数

ボトル（720ml）6,200円一合（180ml）

（500ml）

850円
サッポロヱビス黒ビール(小瓶)
Sapporo Yebisu Black Beer(Bottled) （334ml）

800円
ノンアルコールビール(小瓶)
Alcohol - Free Beer(Bottled) （334ml）

（500ml）

950円
サッポロクラシック
Sapporo Classic （500ml）

1,600円

●麦焼酎 Barley Shochu(Distilled from barley)

吉四六 陶器
Ikkomon Ishikurakame Chozo 二階堂酒造/大分県 25度

蔵元／産地名 度数

ボトル（720ml）5,200円一合（180ml）1,350円

●梅酒Plum Wine

鶯宿梅 極上
Oshukubai Gokujo 合同酒精 14度

蔵元／産地名 度数

ボトル（720ml）4,200円一合（180ml）1,100円

黒霧島
Kurokirishima 霧島酒造／鹿児島県 25度

蔵元／産地名 度数

※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。  ※季節・天候等により、内容が変更になる場合がございます。  
※アレルギーがあるお客様はスタッフにお知らせくださいませ。
All prices include service charge and tax.  This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
Please let us know in advance if you have any food allergies. 



果実のような華やかな香りに爽やかな余韻が残る逸品です

ボトル（720ml）16,000円

ボトル（720ml）15,000円

●北海道日本酒

日本清酒(札幌)

Sake from Hokkaido

千歳鶴 大吟醸 吉翔［日本酒度 +6］
Chitosetsuru Kissyo

洋梨のようにフルーティーな香りと飲み飽きしない
穏やかな飲み口です。

ボトル（720ml）5,800円

高砂酒造(旭川)

国士無双 純米大吟醸 北海道限定［日本酒度 +5~6］
Kokushimusou Junmai Daiginjo Hokkaido Limited

穏やかな含み香、淡麗ながらも豊かに広がる
上品な味わいをお愉しみください。

男山酒造(旭川)

男山 純米大吟醸［日本酒度 ±0］
Otokoyama Junmai Daiginjo

香りよく非常に品の良い端麗な飲み口に仕上がっています。

小林酒造(栗山)

北の錦 特別純米 まる田［日本酒度 +4］
Kitanonishiki Special Junmai Maruta

芳醇で深みのあるやや辛口の特別純米酒です。

男山 北海道限定特別純米［日本酒度 +3］
Otokoyama Hokkaido Limited Special Junmai

米の旨みを十分に引き出した、まろやかな味わいが特徴です。

ボトル（720ml）5,200円一合（180ml）1,350円

ボトル（720ml）5,800円一合（180ml）1,600円

ボトル（720ml）4,800円一合（180ml）1,250円

深みのある芳醇な辛口で、冷ならスッキリと味わえて
燗にすると味がふくらみます。

男山 生酛純米［日本酒度 +1］
Otokoyama Kimoto Junmai

ボトル（900ml）4,400円一合（180ml）950円

千歳鶴 北海道限定特別純米［日本酒度 +4］
Chitosetsuru Hokkaido Limited Special Junmai

1,050円
紫蘇ジュース
Perilla Juice

700円
ペリエ
Perrier

  

650円
コーヒー
Coffee(Hot or Ice)

650円
紅茶
Tea(Hot or Ice)

●ジュース各種

  

Assorted Juice

各700円

・コーラ Coke
・キリンレモン Lemonade
・ジンジャーエール Ginger Ale
・オレンジ Orange
・りんご Apple
・パイナップル Pineapple
・グレープフルーツ Grapefruits
・ウーロン茶 Oolong Tea

フルーティーな香り、さらりとした味わいが特徴のお酒です。

国稀酒造(増毛)

国稀 吟醸［日本酒度 +4~6］
Kunimare Ginjo

ボトル（720ml）8,500円一合（180ml） 2,500円

純米酒ながら辛口ですっきりとした飲み口のお酒です。

国稀 特別純米酒［日本酒度 +4~6］
Kunimare Special Junmai

ボトル（720ml）5,200円一合（180ml） 1,350円

ボトル（720ml）5,000円一合（180ml） 1,300円

米本来の旨味をいかし、まろやかな口当たりが
しっかりとしたお酒です。

金滴酒造(新十津川)

北の純米酒［日本酒度 +3］
Kitanojunmai

ボトル（720ml）3,400円一合（180ml） 900円

水はニセコワイス山系の雪清水と、羊蹄山からの「噴出し湧水」を
使用しています。

二世古酒造(倶知安)

京極 純米［日本酒度 +3.5］
Kyougoku Junmai

コーヒー /COFFEE 
レインフォレスト・アライアンス認証100％

レインフォレスト・アライアンス
認証農園産コーヒー

レインフォレスト・アライアンス(RAINFOREST ALLIANCE)概要
1987 年に設立されたアメリカニューヨークに本部を置く国際環境 
NGO 団体。人類と自然環境が共栄する世界の実現を目指しており
、森林の維持保全、野生生物保護あるいは生物多 様性の保全、気
候変動への取組みなどの活動を行っています。レインフォレスト
・アライアンス認証農園産のコーヒー豆を選ぶことで、地球を守
りながら自分と家族の暮らしを向上させるべく努力している世界
中の農園主や農業労働者をサポートすることができます。

※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。  ※季節・天候等により、内容が変更になる場合がございます。  
※アレルギーがあるお客様はスタッフにお知らせくださいませ。
All prices include service charge and tax.  This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
Please let us know in advance if you have any food allergies. 


