
＊１人あたり２～３杯が目安です。＊数に限りがございますので、お早めにお申込み下さい。

※写真はイメージです。

◎キリン 一番搾り （7ℓ／５～８人） 15,000円
◎アサヒ スーパードライ （10ℓ／７～１２人） 20,000円
◎サントリーザ・プレミアム・モルツ （10ℓ／７～１２人） 23,000円
　  

樽生ビール

プレミアムワインPremiumWine

※車を運転される方や20歳未満の方への酒類の提供はお断りいたします。　※写真はイメージです。 ※記載の価格はすべて消費税が含まれております。

オーパス･ワン
 （アメリカ カリフォルニア ノース・コースト ナパ･ヴァレー フルボディ）
 7５０ml  100,000円

感染予防対策のため、ドリンクのお酌や回し飲み等はご遠慮ください

予約メニューのお申込みは、
ご利用日 前日の午後2時まで承ります。

事前
ご予約制予約

メニュー
プレミアムワイン 
樽生ビール

2 0 2 3

シャトー・カロン・セギュール
 （フランス ボルドー メドック サン・テステフ フルボディ）
 ７５０ml 50,000円

ドメーヌ・モンジャール･ミュニュレ エシェゾー グラン･クリュ
 （フランス ブルゴーニュ コート・ド・ニュイ フラジェ・エシェゾー村 フルボディ）
 ７５０ml 70,000円
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シャトー・ムートン・ロートシルトのバロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド男爵とカリフォルニア
ワイン界の重鎮、ロバート・モンダヴィ氏という2人の巨匠の間で生まれた世界屈指のワ
イン。クラシック音楽用語で「作品番号1番」という意味を持つ全てのワインラヴァ―垂
涎のワインです。交響曲をイメージさせる、重厚でふくよかな味わいをお楽しみください。

フランス・ブルゴーニュ地方コート・ドール(黄金の丘)に位置するコート・ド・ニュイ地
区特級畑に格付けされる「グラン・クリュ」。ダークチェリーやベリーのような華や
かな香りが広がり、繊細かつ男性的な口当たり、豊満でエレガントな味わいの偉
大なブルゴーニュワインです。

高名シャトーのラフィットを所有していたセギュール侯爵に「われラフィットをつくり
しが、わが心カロンにあり」といわしめ、その思いをハートのラベルに表したメドッ
ク格付け第3級シャトー。愛らしいハートのラベルで有名な、しなやかで優美な味
わいの中に強さを秘めたワインです。



ドン ペリニヨン　
 （フランス　辛口） ７５０ml 45,000円

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル
 （フランス　辛口） ７５０ml 17,000円

ルイ・ラトゥール ヴォーヌ・ロマネ
 （フランス　フルボディ） ７５０ml 27,000円
 みずみずしい芳香となめらかな飲み口が特徴的なブルゴーニュワインです。

アルベール･ビショー ジュヴレ･シャンベルタン ラ･キュヴェ･ドゥ･ジェネラル･ルグラン
 （フランス　フルボディ） ７５０ml 18,000円
 しっかりとした骨格と果実の凝縮感、力強さに満ちた味わいのブルゴーニュワインです。

ル オー メドック ド ラグランジュ
 （フランス　ミディアムボディ） ７５０ml 12,000円
タスカ・ダルメリータ レガレアーリ・ネロ・ダーヴォラ
 （イタリア シチリア　フルボディ） ７５０ml 6,600円
ロバート・モンダヴィ ウッドブリッジ メルロー 
 （アメリカ　ミディアムボディ） ７５０ml 4,800円

赤ワイン

ルイ・ラトゥール シャサーニュ・モンラッシェ・ブラン
 （フランス　辛口） ７５０ml 27,000円
 アンズを思わせるような少しスモーキーな香りが爽やかな酸味と良く調和しています。

アルベール・ビショー プイィ・フュイッセ
　（フランス　辛口） ７５０ml 18,000円
 白い果実を思わせるフレッシュな酸とまろやかな味わいが感じられるワインです。

ウィリアム フェーブル シャブリ
 （フランス　辛口） ７５０ml 12,000円
タスカ・ダルメリータ レガレアーリ・ビアンコ
 （イタリア シチリア　辛口） ７５０ml 6,600円
ロバート・モンダヴィ ウッドブリッジ シャルドネ
 （アメリカ　辛口） ７５０ml 4,800円

白ワイン

ザ・ニッカ ７００ml 16,000円
熟成を重ねたバラエティ豊かな原酒を厳選してブレンドした、プレミアム・ブレンデッドウイスキー。

サントリー ワールド ウイスキー碧Ao ７００ml 14,000円
世界の「5大ウイスキー」の原酒を匠の技でブレンドしたプレミアム・ブレンデッドウイスキー。

ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年 ７００ml 8,700円
サントリーウイスキー 角瓶 ハイボールセット（ソーダ2本付） ７００ml 6,000円

※車を運転される方や20歳未満の方への酒類の提供はお断りいたします。　※写真はイメージです。 ※記載の価格はすべて消費税が含まれております。

こちらのメニューは当日ご注文いただけます。
室内のタッチパネルよりご注文下さい。当日

メニュー
ドリンク
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感染予防対策のため、ドリンクのお酌や
回し飲み等はご遠慮ください

瓶ビール（ザ・プレミアム・モルツ）   500ml 1,080円
瓶ビール（アサヒ・キリン）   500ml 1,030円
各種ソフトドリンク   275～350ml 400円
　　　　　　　　　    ※一部、容量の異なる商品がございます。

ルーム冷蔵庫
コーヒー（ホット/アイス）     500円
紅　　茶（ホット/アイス）    500円

コーヒー・紅茶
ソーダ(炭酸水)   ４９０～５００ml 480円
ミネラルウォーター   ５5０～6００ml 400円
ノンアルコールビール   ３５０ml 500円
カットレモン（４個）    100円   
梅干し（２個）    100円   

その他

紹興酒 塔牌 花彫 陳 5年（燗酒・常温） 360ml 1,500円

ソーダ割りセット（紹興酒２本/ソーダ2本付） 3,500円

萬歳楽 加賀梅酒 ７２０ml 3,500円
ノーベルナイトキャップ（ノーベル賞授賞式後のパーティー）に梅酒として
初採用された実力派です。

良質のもち米と麦麹を用いて造られ、５年間じっくり熟成させて生まれた
上品な口当たりの紹興酒です。

獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分（山口） ７２０ml 9,000円
華やかな上立ち香と口に含んだときに見せる蜂蜜のようなきれいな甘み。
飲み込んだ後の長い余韻。これぞ純米大吟醸。

日本酒（燗酒・冷酒・常温） ３００ml 1.400円

こだわり酒場のレモンサワーセット（ソーダ2本付）
 5００ml 4,500円
酎ハイ（レモン/グレープフルーツ） ３５０ml 500円

酎ハイ

梅　酒

紹興酒

【芋】 森伊蔵 金ラベル （鹿児島） 25度 ７２０ml 32,000円
 鹿児島県産の有機栽培サツマイモを原料とし、明治創業以来の伝統的な
 かめ壺仕込みという、頑なに少量生産のスタンスを守り続けるプレミアム
 焼酎の代表格です。

 村尾 （鹿児島） 25度 900ml 22,000円
 おいしさにこだわり、手間暇かけた伝統的な焼酎造りを守り抜いている
 村尾酒造。柔らかな飲み口、甘さの中にしっかりとした芋の風味を感じさせ
 る逸品です。

 魔王 （鹿児島） 25度 ７２０ml 14,000円
 熟成ならではの飲み飽きない穏やかな風味、華やかに香りたち、豊かな
 余韻を残す酒、まさに名門の粋。今宵も受け継がれるロマンの一滴です。

 本格芋焼酎 黒丸 （鹿児島） 25度 ７２０ml 4,700円
 本格芋焼酎 さつま司 （鹿児島） 25度 ７２０ml 4,300円

【麦】 百年の孤独 （宮崎） 40度 ７２０ml 13,500円
 オーク樽で長期熟成をすることによりウイスキーを思わせる樽由来の香り、
 麦焼酎らしい柔らかい口当たり風味、かつ複雑な味わいが特徴です。

 焼酎屋 兼八 （大分） 25度 ７２０ml 8,200円
 麒麟麦焼酎 ピュアブルー 25度 ７0０ml 4,300円

【粕取り焼酎（米）】
 大阪焼酎 國乃長 （大阪） 25度 ７２０ml 5,200円
 大阪で唯一造られている地焼酎。
 贅沢に吟醸クラスの日本酒を搾った後の酒粕で造られています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※ミネラルウォーターは別売です。

焼　　酎

シャンパン

ウイスキー

「シャンパンの祖」と言われる修道士ドン・ピエール・ペ
リニヨンの偉業を受け継ぐ、シャンパンの代名詞。み
ずみずしいフレッシュ感、心地よい熟成感を味わえる
最高級シャンパンです。

世界中で愛されているシャンパン。そのバランスの良
いエレガントな味わいは、前菜からメイン、デザートま
であらゆる料理とよく合います。

日本酒


