
グラスワイン 

白ワイン 甲州  900 

 シャルドネ  1200 

赤ワイン メルロー  900 

 カベルネ・ソーヴィニヨン  1200 

ウイスキー 

ハイボール 900 

オールドパー 12 年 1100 

富士 -FUJI- 1200 

響 1400 

果実酒 

文楽 秘蔵梅乃酒 日本酒仕込み 埼玉 900 

文楽 杏乃酒 信州大実杏を使用 埼玉 900 

あらごし梅酒 あらごしした熟成梅がたっぷり 奈良 900 

季節の果実酒 詳細は従業員まで  900 

ソフトドリンク 

ウーロン茶 600 

コーラ 600 

ジンジャーエール 600 

アクアパンナ 700 

サンペレグリノ ガス入り 700 



スパークリングワイン 

嘉 - yoshi - スパークリング シャルドネ 日本 7000 
Yoshi Sparkling Chardonnay 山形 
きめ細かい泡とシャルドネの華やかな香り、爽快感たっぷりの果実味と豊かな旨みを伴った酸。 
高畠産のシャルドネを 100％使用した上品なスパークリングワイン。 

バロン フェンテ ジャン ド ヴィラレ フランス 10000 
Baron Fuente Jean de Villare シャルドネ 
明るい黄金色、きめ細やかな泡立ちとエレガントなブーケ、ベルリン ワイン トロフィー金賞受賞。 

ヴーヴ クリコ イエローラベル ブリュット フランス 13000 
Veuve Clicquot Yellow Label Brut シャンパーニュ 
爽やかで辛口ながらほのかな甘味のある香り。英国王室御用達の世界有数のシャンパンブランド。 

ブルーノ パイヤール ブラン ド ブラン グラン クリュ レゼルヴ プリヴェ フランス 17000 
Bruno Paillard Blanc de Blancs Grand Cru Reserve Privee シャンパーニュ 
グランクリュのシャルドネのみで造られたこのシャンパンは、優雅に持続する白い泡から 
「レースのようなシャンパン」として知られています。 
満開の花々が口の中で広がり、果実の特徴がふんだんに感じられます。 
 

白ワイン 

夢久 ケンゾー エステイト 375ml アメリカ  10000 
Muku Kenzo Estate ナパヴァレー 
ソーヴィニヨンブランのレイトハーベスト（遅摘みの甘口白ワイン）。 
豊かな香りと果実の凝縮味にあふれる希少なデザートワイン。 

アルガブランカ クラレーザ 勝沼醸造 日本 6000 
Arugabranca Clareza Katsunuma Winery 山梨 
日本固有のぶどう｢甲州｣を用い、シュールリー醸造法で造られた食に合う辛口ワインです。 
ワインとの相性が難しいとされていた味噌、醤油、山葵にも良く合います。 



ビール 
生ビール 850 
瓶ビール 900 
ノンアルコールビール 700 

日本酒 

特選本醸造 鬼若 日本酒度＋9 埼玉 800 
爽やかな風味とスッキリした後味が魅力の調和のとれた淡麗辛口の本醸造酒。 
燗がおすすめです。 

生酛 純米酒 日本酒度＋2 埼玉 900 
ふくらみのある酸味がきわだった個性的な酒。 
味の厚みや奥行きを存分に引き出しています。ぬる燗がおすすめです。 

浦霞 純米辛口（まなむすめ） 日本酒度＋7 宮城 1200 
心地よい香りと旨み、飲み飽きない後味と切れの良い酒です。 

春鹿 超辛口純米 日本酒度＋12 奈良 1300 
明治 17 年創業の名門酒造。その名の通り超辛口。 

義侠 純米原酒（山田錦） 日本酒度＋2 愛知 1400 
兵庫県東条町産特上山田錦の幅のある豊かな旨味と 
しっかりした酸が見事に調和した腰のあるダイナミックな味わいです。 

鍋島 特別純米 日本酒度＋5 佐賀 1400 
口当たりは甘いが旨味が広がり、後味はキレて飲みやすい。 

黒龍 純米吟醸（五百万石） 日本酒度＋3 福井 1500 
福井県産五百万石の旨み、メロンのような香りで深い旨さながら、 
さわやかな飲み心地を追求しました。 

寫楽 純米吟醸（五百万石） 日本酒度＋1 福島 1500 
透明感のある吟醸香、やわらかな舌ざわりで喉越しが良く後味に心地良い甘みが残ります。 



焼 酎 

富乃宝山 芋 鹿児島 800 
従来の芋焼酎のイメージを一新した逸品。焼酎独特の辛さは感じられず滑らかでまるみのある 
フルーティーな味わい。香りに穏やかな上品さが感じられるやさしい焼酎です。 

佐藤 黒麹仕込 芋 鹿児島 800 
黒麹仕込み独特の力強い香りと味わいに、丁寧な熟成による繊細で滑らかな舌触りをもたせ、 
重厚な飲みごたえを感じさせてくれます。 

越鳥南枝 36 度 芋 長崎 800 
長崎県五島列島で採れた黄金千貫を使用。減圧蒸留による柔らかい口当たりとフルーティーで 
爽やかな香りが特徴の洗練された本格芋焼酎です。 

中々 麦 宮崎 800 
九州産の二条大麦｢ニシノホシ｣を使用。しっかりとした大麦のコクを残しつつ、 
軽快な香りとスムーズな味わいを追究した、飲み方を選ばない麦焼酎です。 

鳥飼 吟香 米 熊本 800 
まるで極上の日本酒のような魅惑の吟醸香が素晴らしく、トロピカルフルーツのような華やかさ 
優しい香りと柔らかな味わいが特徴の米焼酎。。 

朝日 30 度 黒糖 奄美大島 800 
喜界島で最古の歴史と伝統を誇る「朝日」のスタンダード酒。穏やかで澄んだ黒糖のほんのり 
甘い香りと柔らかな口当たり。「朝日」は喜界島産サトウキビ(有機栽培)を 100％使用。 

ボトル焼酎 8000 円～ 



赤ワイン 

コロンビア クレスト グランド エステーツ メルロー アメリカ 6000 
Columbia Crest Grand Estates Merlot コロンビアヴァレー 
チョコレートやチェリーのふくよかなアロマ、複雑な果実味でベルベットのような余韻を楽しめます。 

ボーン オブ ファイヤー カベルネソーヴィニヨン アメリカ 9000 
Borne of Fire Cabernet Sauvignon ワシントン 
プラムジャムやタイムなどのアロマに魅了され、口に含むと豊かなタンニンと凝縮された果実味。 
強固でパワフルなカベルネソーヴィニヨンです。 

モンテリー ルージュ ピノノワール フランス 10000 
Monthelie Rouge Pinot Noir ブルゴーニュ 
古樽での醸造により果実のアロマを十分に引き出したワイン。柔らかな口当たり。 

ニュートン アンフィルタード カベルネソーヴィニヨン アメリカ 11000 
Newton Unfiltered Cabernet Sauvignon ナパヴァレー 
「環境保全型」という自然と一体になった農法で、農薬を一切使わず多様な植物や益虫を用い、 
生態系の中で全てが循環するよう設計された畑から作られるワイン。 
スッキリとした酸味と見事な複雑味。 

ルチェンテ イタリア 11000 
Lucente トスカーナ 
｢オーパス・ツー!?｣と呼ばれるルーチェのセカンド。 
あのルーチェと同じ畑から収穫されたブドウから造られる。ルーチェは高いので 
ルチェンテを見たら即買い！というワイン好きが多いようにコストパフォーマンス高し。 



ロバート モンダヴィ メルロー アメリカ 12000 
Robert Mondavi Merlot ナパヴァレー 
ジューシーな果実味が魅惑的なメルロー。凝縮感のあるカシスなどのアロマが感じられます。 
余韻が長くなめらかなフィニッシュです。 

ドメーヌ アルマン ジョフロワ ジュヴレ シャンベルタン ピノノワール フランス 13000 
Dom. Harmand Geoffroy Gevrey Chambertin Pinot Noir ブルゴーニュ 
ジュブレらしいしっかりとした骨格。甘みや旨味が引き出されコクのある果実味。 
こなれたタンニンがとても心地よい味わいです。 

シャトー ラグランジュ フランス 15000 
Chateau Lagrange ボルドー 
果実味やスパイス、樽の心地良い香り、調和の取れたサンジュリアン地区の優美なワイン。 
(メドック格付け 3 級) 

ジョヴァンニ ロッソ バローロ チェレッタ イタリア 20000 
Giovanni Rosso Barolo Cerretta ピエモンテ 
エーテルやタールのような長く続くブーケ。 
ドライで調和の取れた、ベルベットのように滑らかなフルボディです。 

紫鈴 ケンゾー エステイト アメリカ 26000 
Rindo Kenzo Estate ナパヴァレー 
ケンゾー エステイトを代表するフラッグシップ。 
4 種の葡萄のブレンドが織りなす、しなやかでたおやかな魅力を秘めたワイン。 

シャトー メルシャン 城の平 カベルネソーヴィニヨン 日本 28000 
Chateau Mercian Jyonohira Cabernet Sauvignon 勝沼 
滑らかでシルキーなタンニン、エレガントで豊富な果実味を味わえる日本最高級の赤ワイン。 



アンリ・ブルジョワ・プティ ブルジョワ フランス 7000 
Henri Bourgeois Petit Bourgeois ロワール 
ソービニヨンブランといえばアンリ ブルジョワ。 
レモンなどの柑橘類にスパイスやハーブのアロマ。果実味もエレガント。 

ベリンジャー ナパ ヴァレー シャルドネ アメリカ 9000 
Beringer Napa Valley Chardonnay ナパヴァレー 
【シャルドネのベリンジャー】の名声を引継ぐワイン。 
トロピカルフルーツ等の風味に芳醇なフレンチオーク樽の薫りが加わった、絶妙な味わいです。 

クラウディベイ ソーヴィニヨン ブラン ニュージーランド 9000 
Cloudy Bay Sauvignon Blanc マールボロ 
ニュージーランドの SB の地位を高めたクラウディベイを代表するワイン。 
力強いアロマと清々しい果実味が幾重にも重なり素晴らしい濃縮感を与え、 
青リンゴのような爽やかな余韻が長く続きます。 

シャブリ ドメーヌ アンスト フランス 11000 
Chablis Domeine ANGST ブルゴーニュ 
グレープフルーツなどの柑橘類の香り、ジャスミンやミントの爽やかなアロマ。 
繊細で上品な口当たり。 

ムルソー レクル ブシャール P&F フランス 15000 
Meurlsault Les Clous Bouchard Pere & Fils ブルゴーニュ 
よく熟したブドウに由来するパイナップルなどのフレーバーが感じられ、 
アロマ豊かでリッチなワインに仕上がった。 

幻シャルドネ ロス カーネロス アメリカ 18000 
MABOROSHI Chardonnay Los Carneros ナパヴァレー 
冷涼な気候で育ったシャルドネは、香り高い果実味を保ちつつ 
綺麗な酸のあるワインに仕上がった。 

あさつゆ ケンゾー エステイト アメリカ 20000 
Asatsuyu Kenzo Estate ナパヴァレー 
ソーヴィニヨン･ブランらしい爽快さはそのままに、芳醇さを合わせ持った唯一無二のワイン。 
朝日を浴びて美しく煌く朝露を想わせる透明感が魅力の一本。 




