
グラスワイン  Giass  Wihe 

 

 

 

純米大吟醸として売れる酒を

あえて純米吟醸としているの

は、全国屈指の全国新酒鑑評会

金賞受賞歴を誇る『千歳鶴』の

プライド。ひとクラス上の純米

大吟醸の水準が極めて 

 

ウィスキー  Ｗhisky 

Nikka Super Japan                       Ben Nevis Scotch 

スーパーニッカ グラス                       ¥730   ベンネヴィス      グラス                ¥700 
        ボトル            ¥9,500                ボトル   ¥7,200 
 
 

 

酒をあえて純米吟醸としているのは、全国屈指の全国新酒鑑

評会金賞受賞歴を誇る『千歳鶴』のプライド。ひとクラス上の

純米大吟醸の水準が極めて 

 

Red or White 

赤 白ワイン       ¥730 
 

 

 

純米大吟醸として売れる酒

をあえて純米吟醸としている

のは、全国屈指の全国新酒鑑

評会金賞受賞歴を誇る『千歳

鶴』のプライド。ひとクラス

上の純米大吟醸の水準が極め

て 

 

赤ワイン Ｒed  Wine 

BERINGER Cabernet Ｓauvignon  California 

ベリンジャー  カベルネソーヴィニョン カリフォルニア   ¥5,000             

Vida Organica Cabernet Argentine 

ヴィダオーガニカ カベルネソーヴィニヨン アルゼンチン   ¥5,000 

Marques de Riscal Tinto 

マルケス デ リスカル ティントレゼルバ スペイン     ¥7,000 

 

 

白ワイン White  Wine 

BERINGER Chardonnay California 

ベリンジャー   シャルドネ カリフォルニア        ¥5,000 
Vida Organica Chardonnay Argentine 
ヴィダオーガニカ シャルドネ アルゼンチン                  ¥5,000 

 

赤ワイン Ｒed  Wine 

 

純米大吟醸として売れる酒をあえて純米吟醸としているのは、

全国屈指の全国新酒鑑評会金賞受賞歴を誇る『千歳鶴』のプライ

ド。ひとクラス上の純米大吟醸の水準が極めて 

 

ＩＷ Harper Bourbon                     Freezing Highball 

ＩＷ ハーパー グラス                       ¥730  フリージングハイボール グラス               ¥800 

        ボトル            ¥9,500               

酒をあえて純米吟醸としているのは、全国屈指の全国新酒鑑

評会金賞受賞歴を誇る『千歳鶴』のプライド。ひとクラス上の

純米大吟醸の水準が極めて 

 
道産ワイン  Hokkaido  Wihe 《余市産》 

Grande Polaire  pinot noir 

グランポレール 北海道ピノノワール                グラス  ¥1,200 

Grande  Polaire   Zweigeltrebe                                                           ボトル  ¥7,000 

グランポレール 北海道ツヴァイゲルトレーべ       グラス   ￥800 
Grande Polaire  Dry  Kerner                                                            ボトル  ¥6,000 
グランポレール 北海道ケルナー             ボトル ¥6,000 

 

 

 

純米大吟醸として売れる酒をあえて純米吟醸としているのは、

全国屈指の全国新酒鑑評会金賞受賞歴を誇る『千歳鶴』のプライ

ド。ひとクラス上の純米大吟醸の水準が極めて 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

ソフトドリンク  Soft Dorink 

Orange Juice                              Oolong Tea 

オレンジジュース      ¥620   ウーロン茶         ¥620 
Ｇrapefruit Juice                          Ｃoca Ｃola 

グレープフルーツジュース  ¥620   コカコーラ         ¥620 
Ｃalpis（Ｗater or Ｓoda）                     Ｇinger ale        

カルピス                              ジンジャーエール                                   ¥620                     
（ウォーター、ソーダ）   ¥620    Ｌemon Ｓoda 

レモンスカッシュ      ¥620 
 
 

 

純米大吟醸として売れる酒をあえて純米吟醸としているのは、

全国屈指の全国新酒鑑評会金賞受賞歴を誇る『千歳鶴』のプライ

ド。ひとクラス上の純米大吟醸の水準が極めて 

 



生ビール  Beer 

Sapporo  Classic  Draft  Beer 

サッポロ クラシック生 ￥830 
Sapporo Ebisu  Draft  Beer 

サッポロ エビス生   ￥900 
Kirin  ltibanshibori  Draft  Beer 

キリン  一番搾り生  ￥830 

 

純米大吟醸として売れる酒を

あえて純米吟醸としているの

は、全国屈指の全国新酒鑑評会

金賞受賞歴を誇る『千歳鶴』の

プライド。ひとクラス上の純米

大吟醸の水準が極めて 

 

氷彩サワー  Sour 

Ｇrapefruit  

グレープフルーツ    ￥730 
Ｇrape 

巨峰          ￥730 
Lime 

ライム         ￥730 
Citron 

柚子          ￥730 
Lemon 

レモン         ￥730 
Calpis 

カルピス        ￥730 
Shiikwaasaa 

シークァーサー     ￥730 

 

純米大吟醸として売れる酒

をあえて純米吟醸としている

のは、全国屈指の全国新酒鑑評

会金賞受賞歴を誇る『千歳鶴』

のプライド。ひとクラス上の純

米大吟醸の水準が極めて 

 

カクテル  Cocktail 

Ｇin Tonic  

ジントニック        ￥830 
Vodka  Tonic 

ウォッカトニック      ￥830 
Moscow Mule 

モスコミュール       ￥830 
Cassis(soda or orange) 

カシス 
（ソーダ、オレンジ）    ￥830 
Ｃampari(soda or orange) 

カンパリ 
（ソーダ、オレンジ）    ￥830 
 

 

 

純米大吟醸として売れる酒を

あえて純米吟醸としているのは、

全国屈指の全国新酒鑑評会金賞

受賞歴を誇る『千歳鶴』のプライ

ド。ひとクラス上の純米大吟醸の

水準が極めて 

 

梅酒 

Ume  

白加賀でつくった梅酒    ￥730 
Ume 

あらごし梅酒        ￥880 
 

 

 

純米大吟醸として売れる酒を

あえて純米吟醸としているの

は、全国屈指の全国新酒鑑評会

マッコリ   

Straight 

ストレート           ￥730 
Ｇrape  

巨峰             ￥730 
Ｇrapefruit  

グレープフル―ツ        ￥730 
Shiikwaasaa 

シークァーサー          ￥730 
 

純米大吟醸として売れる酒

をあえて純米吟醸としている

瓶ビール  Beer Bottle 

Sapporo  Ebisu Black 

サッポロ エビス黒 334ml ￥680 
Sapporo 500ml 

サッポロ 黒ラベル 500ml ￥720 
Kirin  Ebisu 500ml 

サッポロ エビス  500ml ￥880 
Sapporo Premlum  Alc  Free  ０，００% 

サッポロ プレミアム  
アルコールフリー 334ml ￥720 

 

純米大吟醸として売れる酒を

あえて純米吟醸としているのは、

全国屈指の全国新酒鑑評会金賞

受賞歴を誇る『千歳鶴』のプライ

ド。ひとクラス上の純米大吟醸の

水準が極めて 

 

瓶ビール  Beer Bottle 

Sapporo 500ml 

サッポロ 黒ラベル 500ml ￥1,000 
 

Sapporo Premlum  Alcohol  Free  ０，００% 

サッポロ プレミアム  
アルコールフリー 334ml ￥730 

 

純米大吟醸として売れる酒を

あえて純米吟醸としているのは、

全国屈指の全国新酒鑑評会金賞

受賞歴を誇る『千歳鶴』のプライ

ド。ひとクラス上の純米大吟醸の

水準が極めて 

 

   
 


