Drink
Menu

ビール
キリンブラウンマイスター（生ビール）…………… ￥800
瓶ビール（大）各種……………………………………… ￥949
瓶ビール（中）各種……………………………………… ￥759

ソフトドリンク
オレンジジュース、コカ・コーラ、サイダー
ウーロン茶、トマトジュース………………………… ￥348
※表示価格は税込です。

おすすめ地酒

冷酒

北陸銘醸

「福正宗 生・貯蔵酒 辛口」 300ml￥1,118
「常きげん・壱番冷酒」

300ml￥1,118

「純米酒やましろ」（冷・常）

720ml￥4,000
鹿野酒造（株）／石川県加賀市

山代温泉の酒が誕生しました。
酒造りの神様と呼ばれる能登杜氏 農口尚彦氏に製作依頼し、
霊験新たかな山代温泉の薬王院の湧き水で仕込みました。

「純米大吟醸 常きげん」（冷・常）

鹿野酒造（株）／石川県加賀市

深みと旨味を極めたお酒です。
ふくよかな味わいと香りが特長です。

「菊姫

720ml￥5,500

鶴乃里」（冷・常）

720ml￥6,000
菊姫合資会社／石川県白山市

IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）2007 SAKE部門にお
いて、世界の最優秀賞を受賞。とびっきり原料にこだわり、大吟醸なみ
の小さなタンクで、手間暇かけて仕込んだ純米酒です。

「菊姫

銚子1本（1合）￥3,000
720ml￥10,000

大吟醸」（冷・常）

菊姫合資会社／石川県白山市

長期熟成による独特の吟老な香り、まろやかな風味と舌触りが堪能出
来ます。

「キス オブ ファイア」

750ml￥10,000
鹿野酒造（株）／石川県加賀市

ゆっくりと3年間熟成させ、華やかな吟醸香とフルーティーな味わいです。
ノーベル賞授賞記念パーティで出された栄誉ある石川県の日本酒です。

「天狗舞

古々酒大吟醸」（冷）

銚子1本（1合）￥3,000
720ml￥10,000

（株）車多酒造／石川県白山市

三年以上にわたりじっくりと低温熟成した吟醸酒。
個性豊かでやわらかな吟醸香、
味もまろやかで奥ゆきがあります。

「梵 日本の翼」

750ml￥10,000
（合資）加藤吉平商店／福井県鯖江市

爽やかな吟醸香をもち、口当たりが柔らかく、
後味の切れが最高です。
ロンドン国際酒祭りでグランプリに輝いた福井県の日本酒です。
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「酒魂手取川

銚子1本（1合）￥3,000
720ml￥10,000

古々酒大吟醸」（冷・常）

（株）吉田酒造店／石川県白山市

蔵が精力を傾けて醸し出した古酒。
熟成のまろやかさとやわらかい熟成香の出た旨口です。限定品。
銚子1本（1合）￥3,000
（冷・常） 720ml￥10,000

「萬歳楽 大吟醸古酒白山」

（株）小堀酒造／石川県白山市

萬歳楽を代表するブランド。三年貯蔵の古酒。澄みきった上品な香
りと味が際立つやや辛口の銘酒です。

「鹿野酒造
銚子1本（1合）￥2,500
（冷・常）
大吟醸常きげん斗びん囲い」
720ml￥7,000
と

鹿野酒造（株）／石川県加賀市

最良とされる中間を一斗瓶に汲み採り、氷温貯蔵して熟成を待った大
吟醸酒です。
ひょうひょう

「福光屋 黒帯瓢々純米酒」（冷・常）

720ml￥5,500
福光屋／石川県金沢市

酒好きを喜ばせるということに心を込めて酒造り。
黒帯とはそういうお酒です。
か が とび

「福光屋 加賀鳶純米大吟醸 藍」（冷・常）

720ml￥5,000

福光屋／石川県金沢市

旨さを徹底的に追求、米をえらび仕込みを丹念にそして個性を引
きだした逸品。

「立山酒造

銚子1本（1合）￥3,000
720ml￥10,000

（冷）
大吟醸銀嶺立山」

立山酒造（株）／富山県砺波市

芳醇にして程よい上立ち香と優美な口中香。米の旨味を極限まで追求
した品のある、なめらかで玲玲とした味わいが特徴です。

「梵

（冷）
吟撰」

720ml￥4,500
加藤吉平商店／福井県鯖江市

梅酒

世界最大の酒類審査会IWCで最高賞を受賞。山田錦50％精白の0℃で
一年間熟成された特別純米酒。

「加賀 梅酒」（冷・常）

180ml￥1,000
300ml￥1,800
720ml￥3,400
小堀酒造／石川県白山市

北陸の良質な梅と霊峰白山の良質な自然な水を用いてじっく〜りと漬
け込み、じっく〜りと熟成させたまろやかな旨さと上品な切れ味！！
その自然な甘みは飲んだ後も口の中がベトつかない、まるで高級な和
菓子を食べた後のような爽やかさです！
−２−

おすすめ

焼

酎

地元

「五郎島金時」度数：25°／産地：石川

￥8,100

720ml

白山の清流と金沢・五郎島の独特な砂丘に育まれた加賀野菜『五郎島金時』を使
用。芋の風味を生かしながらも、すっきりとした味わいに仕上がりました。

「本格加賀丸いも のみよし」度数：25°／産地：石川

￥7,700

720ml

加賀丸いもの持つ優しい風味を最大限に活かし、ナチュラルでまろやかな洗練さ
れた味が惜しみなく広がります。

「虎の涙」度数：31°／産地：石川

￥5,000

石川県は珠洲市で十年以上熟成し、樫の樽で寝かせた木の香り。
色は黄色となり淡い虎色。虎の涙の名付け親は画家の水島譲さんです。

「能登ちょんがり」度数：25°／産地：石川

麦麦

￥5,000

黒麹仕込みの味わいを独自で再現しました。黒麹の醸すうまさはとろりとしたあ
まみ、キリッとした後切れにあります。

「たちばな 四季亭」度数：25°／産地：鹿児島

￥5,000

当館が鹿児島県濱田酒造に依頼し、厳選された素材を使用して作られたオリジナル
商品。是非ご賞味下さい。

「銀座のすずめ ガスライト」度数：35°／産地：大分 720ml￥4,500
九州最高峰の九重連山より湧き出る伏流水を仕込み水とし、二条大麦と、大麦麹
100％を原料として35度でありながら、口に広がる旨みをお楽しみください。
きっちょむ

つぼ

「二階堂 吉四六 壺」度数：25°／産地：大分

￥7,000

720ml

愛飲家の皆様の健康を考え原料すべて 麦 を使用。大分元祖、二階堂の麦焼酎製法
は代々家伝として継承し手造りである。
きっちょむ

びん

「二階堂 吉四六 瓶」度数：25°／産地：大分

￥6,000

720ml

定番の麦焼酎を更に蒸留製成後にじっくりと熟成させ、本格焼酎特有の芳醇な香りと、
まろやかな舌ざわりを高め、やわらかですっきりした味わいがする優れた製品です。

「いいちこ」度数：25°／産地：大分

￥5,500

900ml

大麦・大麦麹100％と天然の清冽な水からつくられた本格焼酎です。水割り、オン・
ザ・ロック、そしてお湯割りで。磨きぬかれた深いうまさを、お楽しみください。
かん

こ

「神の河」度数：25°／産地：鹿児島

￥6,000

720ml

樫樽で三年以上寝かせた長期熟成貯蔵 100％単式蒸留で造られたお薦めの逸品。

−３−

いも

「もぐら」度数：25°／産地：鹿児島

￥6,000

720ml

良質な黄金千貫芋を使用し、濃厚な芋感があり、その後にふわっとした甘みが
やってきます。ロックで飲むのがおすすめです。

「くじら」度数：25°／産地：鹿児島

￥5,000

720ml

柔らかく華やかな香りとマイルドな口当たりが特徴です。ぬる燗やお湯割りがおすすめです。
べにはやと

「紅隼人」度数：25°／産地：鹿児島

￥5,000

720ml

原料芋、その名のとおりベニハヤト種100％こだわりの芋焼酎。
β-カロチンを大量に含みほのかな甘さは焼酎党の舌をうならせます。
いっこもん

「一刻者」度数：25°／産地：鹿児島

￥5,000

720ml

鹿児島は宮之城の清冽な水。澄み渡る新鮮な空気。心地よい大地のにおい。
芋麹のみを使用した純芋焼酎。

「千夜の夢」度数：25°／産地：鹿児島

￥4,000

720ml

寝かせること千日。その千の夜を経てようやく完成することから千夜の夢と名づけ
ました。柔らかな香りが心地よい酔いを楽しめます。

「白波」度数：25°／産地：鹿児島

￥5,000

700ml

本格伝統派のための本格焼酎。伝統的製法で造る本格のさつま芋焼酎。

「黒白波」度数：25°／産地：鹿児島

￥5,500

900ml

口に含んだ瞬間、ほんのりとした甘みが広がり、芳醇で爽やかな香りの余韻が楽
しめます。お湯割りやロックがおすすめです。

「黒霧島」度数：25°／産地：宮崎

￥6,000

720ml

黒麹仕込みの味わいを独自で再現。黒麹の醸すうまさはとろりとしたあまみ、キ
リッとした後切れにあります。

「赤霧島」度数：25°／産地：宮崎

￥6,500

900ml

幻の紫芋「ムラサキマサリ」を使用し、後を引くような甘みと気品高い香りが特
徴の新タイプの焼酎です。

「明るい農村」度数：25°／産地：鹿児島

￥5,500

720ml

泡盛

米焼酎

伝統のかめ壺で仕込み、香り良いコクとさらりとした甘味が特徴です。
色々な飲み方でお楽しみください。

八海山
「よろしく千萬あるべし」720ml￥5,500

「千年の響」

720ml￥5,000

度数：25°／産地：新潟

度数：25°／産地：沖縄

落ち着いた品格のある香りと2年以上の貯蔵によるまろやかさ
が特徴です。ロックや少しの水で割って飲むのがおすすめです。

選りすぐれた純米と黒麹菌のみ原料で作られた
今帰仁酒造が自信を持って世に送り出した逸品。

おすすめ

赤ワイン

ワイン
（フルボトル）
（フルボトル）
1

「アロース・コルトン・ドメーヌ・ラトゥール」フルボディ ￥15,000
素晴しいルビー色とクロフサスグリの芳香、素朴でスパイシーかつタンニンの渋い
風味。年を経るごとにまろやかさが増します。
−４−

赤ワイン

2

「シャトー・カルボニュー・ルージュ」ミディアムボディ ￥13,000
まろやかな口当たりはグラーヴらしさにあふれます。若いうちからフルーティな魅力
に富んでいます。

3

「カルベ マルゴー」ミディアムボディ

￥10,000

優しくふくらみのある香りと極めてまろやかで果実味豊かな味わいです。

4

「シャトー・ベレール ラ・シャペル 」フルボディ

￥7,000

豊富な日射量に恵まれて、フレンチオーク樽で12カ月間寝かせたボルドーワイン
をお楽しみ下さい。

5

「ジョルジュ デュブッフ フルーリー」ミディアムボディ ￥4,500
フルーリーは「花」という意味。その名の通り、ユリやアイリスを思わせる甘い香り
が漂う、優しい口当たりのワインです。

6

「カルベ メドック」ミディアムボディ

￥4,500

デリケートな中にも奥深い味わいがあるワインです。

7

「コーディア・シャトー・ラ・ローズ・デュパン」ミディアムボディ ￥4,000
酸味と心地よいタンニン、果実味豊かなやさしい味わいのワインです。

8

ハーフボトル

「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー」ライトボディ

￥4,000

フレッシュで生き生きとした味わいの「典型的」
なボジョレーです。赤い果実や花の香り
が心地よく、味わいは軽やかできめ細かく、フルーティ。心おどるようなワインです。

9

「シャサーニュ・モンラッシェ・ルージュ」フルボディ

￥4,500

豊かな香りと繊細な味わいは、名高いブランに比肩する素晴らしい逸品です。

10

「ジヴリ・ルージュ」フルボディ

￥4,000

樽熟成に由来するスモーキーな香りが印象深く、適度に抑制されたさわやかな酸味
が気品を漂わせます。

11

「シャトー・ルデンヌ・ルージュ」フルボディ
力強さと繊細さをあわせもつ秀逸な赤です。
−５−

￥3,500

白ワイン

1

「ムルソー・シャルム」辛口

￥24,000

辛口でありながらやわらかく芳醇、緑色がかった深い黄金色が美しい逸品です。

2

「シャトー・カルボニュー・ブラン」辛口

￥13,000

キレよくドライな口当たりの名品です。

3

「J ．
モロー・エ・フィス シャブリ」辛口

￥8,300

果実の風味豊かで切れのよい酸味を持つ白ワインに仕上げています。

4

「サントネ・ブラン」辛口

￥7,500

フレッシュで、口中に広がるリンゴやナッツの風味が素晴らしく、なめらかで心地
よい余韻を楽しめます。

5

「ジョルジュ デュブッフ プーイィ・フュイッセ」辛口

￥7,000

甘い果実香と樽熟成に由来する炒ったナッツのような香ばしい香りがマッチした、
まろやかな口当たりの辛口白ワインです。

6

「ガストン・シャルパンティエ グラーヴ」辛口

￥4,300

端正で上品なブーケを持つ力強いワインです。華やかでフレッシュな香りと柔ら
かな口あたりは魚介類の料理の味を引き立てます。

7

「シャトー レイノン」辛口

￥4,500

爽やかな香りと引き締まった味わいの白ワインです。

ハーフボトル

8
「シャトー マルジョス」辛口

￥4,000

ch.シュヴァルブランの醸造家がつくるエレガントな白ワインです。

9

「ムルソー」辛口

￥8,000

アンズのような豊かな香り、すっきりした酸味に味の厚みを感じられる、さわやか
な辛口です。

10

「J ．
モロー・エ・フィス シャブリ」辛口

￥4,500

果実の風味豊かで切れのよい酸味を持つ白ワインに仕上げています。

11

「モンタニ・プルミエ・クリュ・ラ・グランド・ロッシュ」辛口

￥4,000

シャルドネ種だけでつくられたこの白ワインは、果実がもつ魅力を純粋に味わう
ことができます。
−６−

シャンパン

Champagne

「ドンペリニヨン ロゼ」辛口

750ml￥100,000

繊細な泡立ちと力強い味わい。希少品の最高級シャンパンです。

「ドンペリニヨン 白」辛口

750ml￥50,000

最高のコクと深みの極みに達した、世界中に愛されるシャンパンです。
ハーフ
375ml￥8,000
「モエ・エ・シャンドン ブリュット・アンぺリアル・ロゼ」辛口 750ml￥15,000
活き活きとしたフルーティな香りと力強くまろやかな味わいが特徴です。

「モエ・エ・シャンドン ブリュット・アンぺリアル

ハーフ
375ml￥7,000
白」辛口 750ml￥13,000

3種類の葡萄が絶妙にブレンドされたエレガントな味わいです。

「ヴーヴ・クリコ イエローラベル

ハーフ
375ml￥8,000
ブリュット」辛口 750ml￥15,000

快い爽やかさと、際立ったフルーティさが印象的なシャンパンです。

ン
※ローラン・ペリエドゥミ・セックは現在お取り扱いしておりません。
750ml

￥15

ハーフボトル

ドライフルーツ、ヘーゼルナッツ、蜂蜜のニュアンス、アーモンドの香ばしさを
思わせる繊細な甘みを持ちながら、フレッシュかつ凝縮感のある味わいです。

「ポメリーブリュット・ロワイヤル」辛口

ハーフ
375ml￥8,500

シトラス系や白い花、赤い果実を感じさせ、まろやかでリッチな味わいが口中に続きます。
エレガントな香りとフレッシュかつ快活な味わい、そして長い余韻が特徴です。

「ランソンアイボリーラベル・ドミ・セック」やや甘口

ハーフ
375ml￥6,500

熟した果実やシナモン、蜂蜜のアロマがあります。円熟感があり、官能的な
味わいです。

−７−

