グラスワイン／Wine by the Glass

ビール／BEER
生ビール アサヒ/Draft Beer ASAHI (250ml)

¥944

瓶ビール キリン/Bottled Beer KIRIN (334ml)

¥823

スパークリングワイン／SPARKLING WINE
ヴォイラ・ペコリーノ・ブリュット

＜イタリア＞

Voila Pecorino Spumante Brut

＜ITALY＞

¥1,452

アルコールフリー サントリー/
Alcohol Free Beer SUNTORY (334ml)

¥763

白ワイン/WHITE WINE
甲州 ドライ

香川の果実酒/FRUIT W I N E K a g a w a P r e f .

＜山梨＞

Koshu Dry

＜Yamanashi＞

ミュスカデ コート ドュ グランリュ
¥974

ゆず酒/Yuzu Liqueur
さぬきのももも/Peach Liqueur

¥1,066

焼酎/SHOCHU [Japanese Distilled Spirits]
ちんぐ

麦焼酎

Chingu

Wheat

みとら

芋焼酎

Mi-to-ra

直島
Naoshima

＜長崎＞
＜Nagasaki＞

¥787

Tubers

＜Kagoshima＞

米焼酎

＜兵庫＞

Rice

＜Hyogo>

¥787

Japanese Whisky

¥1.114

(Sake, Citrus grandis, Ginger and Dairy products)

¥1,210

シャトールミエール 2014

＜山梨＞

Chateau Lumiere 2014

＜Yamanashi＞

グラン・クータード ピノ・ノワール

¥1,452

＜フランス＞

＜FRANCE＞

¥1.452

ノンアルコールドリンク/ALCOHOL FREE DRINK

Alcohol Free Wine

(Sparkling/White/Red)

\872

¥872

(Alcohol Free Sake, Tonic water, Green shiso)

ミネラルウォーター/MINERAL WATER
アクアパンナ(ミネラルウォーター) 500ml
¥944

Natural Mineral Water (Still Water)

500ml

¥968

サンペレグリノ(スパークリング ) 500ml

ソフトドリンク/SOFT DRINK

San Pellegrino (Sparkling Water) 500ml

ジュース (オレンジ/グレープフルーツ/アップル)
Juice (Orange/Grapefruit/Apple)

¥1,452

赤ワイン/RED WINE

Alcohol Free Cocktail Shizuku

-おぼろ- (日本酒,晩柑,生姜,乳製品)

Oboro

＜FRANCE＞

雫 –しずく- (ノンアルコール日本酒,トニックウォーター,大葉)

日本酒カクテル／SAKE COCKTAIL
朧

＜フランス＞

ノンアルコールワイン(スパークリング/赤/白)

ジャパニーズ・ハーモニー

Hibiki

Muscadet Cotes de Grandlieu

Grande Courtade Pinot Noir

＜鹿児島＞

ウイスキー/W I S H K Y
響

¥1.452

¥890

白下糖梅酒/Plum Wine

¥968

¥612

ジンジャーエール/Ginger Ale (CANADA DRY)

¥641

コカ・コーラ/Coca Cola

¥641

黒烏龍茶/Oolong Tea

¥545

※ご利用料金には、サービス料、税金が含まれております
※Tax and service charge are included

日本酒/SAKE
本醸造酒/Honjozo-shu

吟醸酒/Ginjo-shu

”Honjozo”is sake made with a little added alcohol to enhance

”Ginjo”or”Daiginjo”is premium sake made with only the best

the aromas and lower body.

◆誠鏡 超辛口

part of the rice. The outer layers have been removed.

◆城川郷 純米吟醸

<日本酒度 nihonshu-do> +８

Seikyo Cyoukarakuchi

\962(150ml)

冷やすとキレが冴えわたり、燗では柔らかい風味に。<広島>
Sharp taste by cold.

<日本酒度 nihonshu-do> +2

Shirokawagou Junmai ginjo

\1,482(180ml)

すっきりとした優しい味わい。冷酒でよりおいしく。<愛媛>
Clear and mild taste. <Ehime Pref.>

Hot sake can be appreciated mild taste. <Hiroshima Pref.>

◆冬の月 純米吟醸 生酒
純米酒/Junmai-shu

Fuyu no Tsuki Junmai daiginjo Namazake

”Junmai”is sake made only from rice and rice koji. Generally,it has
a rich taste and flavor like that of boiled rice.

◆金陵ワイン酵母

<日本酒度 nihonshu-do> 非公開 Undisclosed

Kinryo wine yeast Junmai \743(100ml/¥5,172(720ml)
ワイン酵母で造った純米原酒。

Feel like Wine and Sake aftertaste. <Kagawa Pref.>

<日本酒度 nihonshu-do> +８

Tsukasa Botan Junmai

\1,336(180ml)/¥5,172(720ml)
米本来の味を楽しめる旨味を凝縮した芳香な味わい。<岡山>
Fragrant, rich and sweet taste <Okayama Pref.>

◆備中流 大吟醸

<日本酒度 nihonshu-do> +3

Bichuryu Dai ginjyo

白ワイン風の香り、米由来の軽快な甘味。<香川>

◆司牡丹 船中八策

<日本酒度 nihonshu-do> -3

\1,304(180ml)/¥5,046(720ml)

切れ味の鋭い超辛口。<高知>

\1,416(180ml))/¥5,240(720ml)

華やかな吟醸香。上品でキレのある飲み口。<岡山>
Crisp and sharp taste with the elegant smell. <Okayama Pref.>

発泡日本酒/Sparkling SAKE
◆美丈夫 しゅわっ!!

<日本酒度 nihonshu-do> 非公開 Undisclosed

Bijofu Schwa!! Sparkling ginjo

\3,214(500ml)

Very Dry. crispy taste. <Kochi Pref.>
爽やかな酸味とキレ、すっきり飲みやすいお酒。<高知>

◆土佐しらぎく 斬辛

<日本酒度 nihonshu-do> 非公開 Undisclosed

Tosashiragiku Zankara

\1,346(180ml)/¥5,185(720ml)

柑橘系の爽やかな香り。その名の通り、斬れの良い辛口。<高知>

Sharp and refreshingly tart tasting.

Its smooth taste is partly due to it being lower
in alcohol than most sake. <Kochi Pref.>

Very Dry. Crispy taste. Has a refreshing citrus aroma. <Kochi Pref.>

プレミアム日本酒/Premium SAKE

<Sake meter value>

◆蒼斗七星 純米大吟醸35
<日本酒度 nihonshu-do> 非公開 Undisclosed

Aotoshichisei Junmai daiginjo35
\2,082(150ml)/¥8,750(720ml)
まろやかでフルーティー。洗練された味わい。<島根>
Mild and fruity. Has a Well-refined flavor. <Shimane Pref.>

※ご利用料金には、サービス料、税金が含まれております
※Tax and service charge are included

PAIRING

日本酒＆ワインセット

¥3,000

¥3,000
食前酒、白ワイン、プレミアム日本酒の

You can enjoy 3 glasses of drink;

3杯をお楽しみいただけるお得なセットです。

Aperitif, white wine, and premium sake.

詳細はスタッフにお尋ねください。

Each glass comes with your appetizer,
Sashimi and grilled dish.

～内容～
・前菜

/

２種からお好きなものをお選びください

～Base style～
・Appetizer /

・スパークリングワイン

Sparkling wine or
Sparkling sake

・発泡日本酒

・Sashimi / Recommended white wine
・お造り

/ おすすめの白ワイン

for Seasonal Sashimi dish

ｰ旬のお造りに合わせてｰ

・Grilled dish / Premium Sake
・焼き物

/ プレミアム日本酒

＊Red Wine is also available

*赤ワインに変更することも出来ます

FRUIT WINE FLIGHT

果実酒飲みくらべセット
¥1,354
3種類の果実酒を
少しずつお楽しみいただけます(各50ml)。

¥1,354
Enjoy 3 different kinds of fruit wine(50ml each).

SAKE FLIGHT

利き酒セット

¥1,800

¥1,800
スパークリングワインまたはおすすめ日本酒のあとに、
タイプの違う3種類の日本酒(吟醸/純米/本醸造)を
少しずつお楽しみいただけます(各60ml)。

After sparkling wine or recommended sake,
enjoy 3 different kinds of sake．
Ginjo, Junmai and Honjozo(60ml each).

※ご利用料金には、サービス料、税金が含まれております
※Tax and service charge are included

