麦酒

Beers

ブラウマイスター 樽生“BRAU MEISTER” KIRIN draft beer ￥６５０
キリン 一番搾り 中瓶 “ICHIBAN SHIBORI” KIRIN bottle beer
￥６５０
ノンアルコール キリン フリー “KIRIN FREE”
￥６５０
キリン

The alcohol 0.00%vol. beer taste beverage

馨和

KAGUA BLANC craft

馨和

KAGUA ROUGE

焼酎

混合酒

￥１，６００

beer
The alcohol 8%vol. 330ml of bottles

￥１，６００

craft beer
The alcohol 9%vol. 330ml of bottles

SHOCHU Japanese distilled liquors with various

ウーロン茶割り SHOCHU & oolong tea
まっちゃ緑茶割り SHOCHU & green tea
生グレープフルーツ割り SHOCHU & freshly grapefruit juice
レモンサワー SHOCHU & lemon with soda
ビワミンサワー SHOCHU & BIWAMIN grape vinegar with soda
お湯割り（梅・レモン） SHOCHU & hot water (with UME/with lemon)

￥５６０
￥６００
￥７００
￥５６０
￥６００
￥５６０

他に、芋・麦・栗・黒糖等、本格焼酎リストが後頁にございます。
焼酎ベースは、麒麟 本格麦焼酎 ピュアブルー を使用しております。

洋酒

Whisky’s & the other liqueurs
(On the rocks/with soda/with water)

山崎 １２年 SUNTORY WHISKY YAMAZAKI 12 years old 30ml
￥１，０００
白州 １２年 SUNTORY WHISKY HAKUSYU 12 years old 30ml
￥１，０００
カシス（ソーダ・ウーロン）cassis liqueur (with soda/with oolong tea) ￥６００
ディタ ライチ（ソーダ・ジンジャー）
￥６００
DITA LYCHEE liqueur (with soda/with ginger ale)

シャンディーガフ

プレミアム

￥６５０

CHANDEE GUFF Premium (Premium Beer with ginger ale)

レッドアイ

プレミアム クラマト

￥７００

RED EYE Premium with CLAMATO (Premium Beer with CLAMATO Tomato juice)

和 リキュール UME & the other liqueurs
(On the rocks/with soda/with water)

梅の宿の梅酒

無濾過原酒 （奈良県）

UME NO YADO liqueur

梅仙人 門司港 バナナ梅酒 （福岡県）

￥６３０
￥６３０

UMESENNIN MOJIKO BANANA UME liqueur

梅仙人 屋久島 たんかん梅酒（福岡県）

￥６３０

UMESENNIN YAKUSHIMA TANKAN-Orange UME liqueur

すてきなゆず酒 Ｔｈｅ Ｍａｘｉｍｕｍ

（埼玉県）

￥６３０

SUTEKI NA YUZU liqueur the maximum

ささ浪サイダー

（埼玉県）

SASANAMI CIDER liqueur

￥６８０

グラスワイン Ｇｌａｓｓ Ｗｉｎｅ
スタンレー シュナン、セミヨン、シャルドネ 白（オーストラリア）

￥６３０

Stanley Chenin Semillon Chardonnay (South Eastern Australia)

スタンレー カベルネ、シラーズ 赤（オーストラリア）

￥６３０

Stanley Cabernet Shiraz (South Eastern Australia)

ソフトドリンク

Soft Drinks

ウーロン茶 oolong tea
￥４６０
コカコーラ coca-cola
￥４６０
ジンジャーエール ginger ale
￥４６０
ビワミンウォーター BIWAMIN grape vinegar with water
￥４６０
ブラッドオレンジジュース blood orange juice
￥６３０
生グレープフルーツジュース freshly squeezed grapefruit juice ￥６３０
クラマト トマトジュース CLAMATO spicy Tomato juice
￥６３０
シャテルドン ナチュラルミネラルウォーター
750ml ボトル￥１，８００
CHATELDON Natural mineral water

旨酒 地 酒
大吟醸酒
倭小槌

We have so many kinds of SAKE.

DAIGINJYO SAKE

大吟醸 雫酒 生（兵庫・稲美）

酒
￥１，４００

YAMATO KOZUCHI (Hyogo Prefecture)

黒龍 “しずく”

大吟醸 限定酒（福井県・吉田郡）

￥２，８００

KOKURYU (Fukui Prefecture)

龍力 “秋津”

米のささやき 純米大吟醸（兵庫・姫路）

￥４，６００

“AKITSU” TATSURIKI KOME NO SASAYAKI (the City of Himeji)

兵庫県加東市秋津特 A 地区の A

YK35A-35B

有機農法、低農薬、への字栽培、稲木架け自然乾燥「秋津」山田錦特上米１００％使用

吟醸酒
出羽桜

GINJYO SAKE

DEWA ZAKURA (Yamagata Prefecture)

上喜元

醸

桜花吟醸 本生（山形・天童）

完全発酵 純米吟醸 超辛 （山形・酒田）

￥９００
￥９００

JOKIGEN (Yamagata Prefecture)

白鷺の城

純米吟醸（兵庫・姫路）

￥１，０００

SHIRASAGI NO SHIRO (the City of Himeji)

純米酒

JYUNMAI SAKE

龍力 “田”
“TA”

￥９００

TATSURIKI (the City of Himeji)

龍力 “耕”
“KO”

特別純米生 赤磐雄町１００％使用（兵庫・姫路）
特別純米生 山田錦１００％使用（兵庫・姫路）

￥９００

TATSURIKI (the City of Himeji)

菊姫 “鶴乃里”

山廃純米 限定酒（石川・白山）

￥１，２００

“TSURU NO SATO” KIKUHIME (Ishikawa Prefecture)

千代寿 “大虎”

大辛口純米（山形・寒河江）

“OTORA” CHIYO KOTOBUKI (Yamagata Prefecture)

￥７００

本醸造酒
一の蔵

HONJYOZO SAKE

￥６００

無鑑査（宮城・志田）

ICHI NO KURA (Miyagi Prefecture)

北雪 佐渡の鬼ごろし

￥６００

超大辛口（新潟・佐渡）

“SADO NO ONIGOROSHI” HOKUSETSU (Niigata Prefecture)

にごり酒 他
月のしずく

NIGORI SAKE & any more

蔵元直詰（福島・喜多方）

TSUKI NO SHIZUKU (Fukushima Prefecture)

獺祭

造

活性にごり酒 50（山口県・岩国市）

３60ｍl ボトル
DASSAI NIGORI sparkling SAKE (Yamaguchi Prefecture)

Pandra

￥８００

￥２，３００

ワイン樽熟成 辛口純米原酒（山梨県・大月市）

￥８００

PANDRA the oak barrel aging (Yamanashi Prefecture)

粋の燗酒
白雪

HOT SAKE

端麗辛口（兵庫・西宮）SHIRA

YUKI (Hyogo Prefecture)
湯煎にて燗をつけるので、他にも様々な銘柄を燗酒にできます！

￥６００

店主秘蔵酒・・・店主にこっそりおたずね下さいませ！
That we can recommend of you. Whenever do you wanna try to SAKE?
Please ask the staff without reserve.
唎酒師

鬼頭 寛が選びました
今宵、思い出に残る
美酒との出会いが・・・
We have many kinds of SAKE.
Japanese SAKE has its own character.
Please ask us and find your favorite.

旨酒 地焼酎

麦

Local Japanese distilled liquors made from barley, sweet potato, raw sugar, rice, and any more.

麦焼酎
おこげ

Barley SHOCHU

￥６００

２５度（大分）

OKOGE
煎焦仕込みにより、独特な芳醇な旨みと香ばしさを引き出しています！まさに“おこげ”

旭 万年星

￥６５０

２５度（宮崎）

MANNENBOSHI
愛媛県産はだか麦の高い品質を、豊かな香りと濃厚な旨味でお楽しみください

兼八

２５度（大分）

￥６５０

兼八

原酒 ４２度（大分）

￥１，２００

KANEHACHI
香ばしいはだか麦の香り、いまや入手困難なプレミアム焼酎の一つ！

KANEHACHI GENSHU
これが麦焼酎の究極の形です。まるで麦茶や麦チョコの様な香りと奥深い味わい！

黒さそり

￥７５０

２５度（鹿児島）

KURO SASORI
黒麹３年熟成 さそりは入っていませんが、麦でもガツンと響きます

芋焼酎
摩無志

Sweet potato SHOCHU

２５度（宮崎）

芋

MAMUSHI
甕仕込みで優しくまろやか

もぐら 土竜

２５度（鹿児島）

無濾過でやさしさダイレクト

坐忘

３０度（鹿児島）

MOGURA

￥６５０
￥７００
￥７５０

ZABO
“もぐら”の兄貴分で黒麹仕込み無濾過！新しい伝説の始まりです

池の鶴

２８度（鹿児島）

IKE NO TSURU
黒麹仕込みで高次元のバランス

農家の嫁

炭火焼芋 ２５度（鹿児島）

￥７００
￥７００

NOKA NO YOME
黄金千貫を炭火でじっくり焼芋にし、黒麹、甕壺にて仕込みました

薩州

赤兎馬

秘伝熟成 ２５度（鹿児島）

￥７００

SEKITOBA
三国志に登場する一日千里を走る名馬から命名され、淡麗かつ重厚な味わい

なかむら

２５度（鹿児島）

NAKAMURA
手造り甕仕込みの定番！こちらも入手困難な逸品

なかむら穣

原酒 ３７度（鹿児島）

￥７００
￥１，２００

NAKAMURA JYO
あの“なかむら”の原酒です！熟成芋焼酎の芳醇な香りと自然の風味をどうぞ！

三岳

屋久島産 ２５度（鹿児島）

￥７００

魔王

２５度（鹿児島）

￥８００

MITAKE
言わずと知れた、世界自然遺産登録の島からの薩摩焼酎。入手困難な逸品！

MAO
超有名３大芋焼酎の一つ！知名度、風格、キレの良い味わい。まさに名門の粋

八重桜

￥９００

原酒 ３７度（宮崎県）

YAEZAKURA GENSHU
太陽の恵みで育まれた唐芋の風味が生きた古老の味。本場いも焼酎の逸品！

その他の焼酎と泡盛
水境無私

Ｔｈｅ other materials & AWAMORI

￥６００

/米 ２５度（熊本）

SUIKYO MUSHI (rice)
焼酎造りに最適な原材料とキメ細やかな水により醸し出された自然の恵み

暁

あかつき /米 ２５度（宮崎）

AKATSUKI (rice)

￥６００

米焼酎にもありました！あの幻の麦焼酎の様に香ばしく、それでいてキレも良し

播龍

￥７００

酎

もったいなぁ /米 ２５度（兵庫）

BAN TATSU (rice)
樫樽にて１０年熟成！特上米の山田錦を精米した後の糠を積極的に活かすという意

蕎麦和尚

八年熟成 /蕎麦 ２５度（鹿児島）

円熟の極みに達し、侘・寂を感じさせる逸品

壱乃醸 朝日

SOBA OSHO (buckwheat)

/黒糖 ２５度（鹿児島・喜界町）

黒麹で仕込んだ切れの良いまろやかなコクと香り

飛乃流 朝日

/黒糖 ２５度（鹿児島・喜界町）

低温仕込みでやわらかな甘さがあります

於茂登

￥６００

ICHI NO JYO (raw sugar)

￥５００

HI NO RYU (raw sugar)

/泡盛 ３０度（石垣島）

￥５００

/泡盛 ２５度（与那国島）

￥６００

OMOTO (AWAMORI)
於茂登連山の天然水仕込みで甘味マイルド

濁だく

￥７００

DAKU (AWAMORI)
日本最西端の島 与那国の銘酒、アルコール分 25 度でコクがありスッキリ

ボトルワイン 白

White wine

GOKOKU‐HOJYO KOSHU Sur Lie 2008
五穀豊穣 甲州 シュール・リー（山梨）

和

￥３，９００

キリリと清涼感のある味でバランスも抜群。辛口甲州ここにあり

SEIMEI NO KI

￥４，２００

生命の樹 減農薬栽培甲州種１００％ （山梨）
丹精込めて醸造され、ほのかな甘味と切れのある味わい

やさしさを感じられるワインです

JAPANESQUE-SHIMOIWASAKI 2009

￥４，６００

ジャパネスク 下岩崎 山梨県産甲州１００％ 辛口（山梨）
繊細でいてしなやか、そして何より良き和のイメージを感じさせる辛口

Chateau Mercian Nagano chardonnay 2008

￥６，８００

シャトーメルシャン 長野シャルドネ（山梨）
シャルドネからつくられ、フレッシュかつフルーティーな香りとキレの良い酸味の辛口

ボトルワイン 赤

Red wine

GOKOKU-HOJYO Muscat Berry-A
五穀豊穣 マスカットベリーA（山梨）

飲

￥３，９００

山は紫、水明らか。地龍の集いし勝沼より珠玉の果実マスカットベリーA の和飲

TSUNO WINE Muscat Bailey-A 2010

￥４，６００

都農ワイン マスカットベリーA（宮崎）
「田んぼん、木を植ゆる馬鹿がおるげな」尾鈴ぶどう使用。ライトでドライな赤！

Fujiclair Merlot Hayabusayama 2011

￥７，１００

フジクレール 隼山メルロー（山梨県甲州市）
隼山丘陵の契約栽培メルロー100％使用！8 ヵ月の樽熟成により良質で深みのある味わい

Chateau Mercian NAGANO Merlot 2009

￥７，２００

シャトーメルシャン 長野メルロー（山梨）
バランスが良く赤ワイン好きな方は是非！スパイシーな香りとキメ細かい味のハーモニー

