
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 

 

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 

 

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 

 

道産ワイン  Hokkaido  Wihe 《余市産》 

Grande  Polaire   Zweigeltrebe                                                            

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

 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 

 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

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 

 

   
 



北海道の日本酒  Sake  
 
 
じゅういっしゅう 

十一州  純米吟醸      札幌（酒度＋3）    ¥950 

“十一州”とは『北海道』のことです。明治改正後、北海道を１１ヶ国８６群にわけたことに 

由来しています。冷やや常温は勿論、ぬる燗でも是非お試し下さい。 
 
 
しばた 

柴田   からくち本醸造  札幌（酒度＋7）   ¥730 

スッキリとした飲み口が特徴の本醸造酒です 

本醸造 なまら超辛     札幌（酒度＋15）   ¥730 

その名の通り超辛口でありつつも、爽やかな切れ味が堪能できる本格酒 

 
 
おとこやま       くによしのなとりしゅ 

男山   国芳乃名取酒                        旭川（酒度＋10）                   ¥900 

大雪山の万年雪に発する伏流水と寒冷な気候風土のもとで造られる酒は、キレのある辛口。 
    

きたのにしき  ほくとずいそう 

北の錦 北斗随想 純米吟醸        栗山（酒度＋5）                                        ¥1,100 

酒本来の旨味と酒造好適米『吟風』を４５％まで磨き大吟醸のようなフルーティな香り。 
 

ふくつかさ 

福司 純米吟醸                    釧路（酒度＋3）                                       ¥1,200 

おちつく味わいと香りがあり、海道産のお米を丁寧に醸した純米吟醸酒。 

 

北の勝 鳳凰        根室（酒度＋1）                      ¥800 

明治 20 年創業のこの酒蔵の「心いき」を感じさせる。喉ごしの良さを感じさせるお酒。 

くにまれ 

国稀   本醸造        増毛（酒度－1）                             ¥800 

                      四合瓶    ¥3,500 

国稀   純米吟醸           増毛（酒度－1）                    ¥1,200 

                      四合瓶               ¥5,500 

 

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 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きたのかつ   ほうおう 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Hokkaidomap-jp.png&imgrefurl=http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93&h=643&w=774&tbnid=_cKdYYVU1yQz0M:&zoom=1&docid=amWwi6tlArdyPM&ei=9evVU8EOw9KLAu_ygbAM&tbm=isch&ved=0CFIQMygqMCo&iact=rc&uact=3&dur=992&page=3&start=37&ndsp=20
http://nipponseishu-online.com/sake/products/detail.php?product_id=76
http://nipponseishu-online.com/sake/upload/save_image/06121425_51b80660b1994.jpg
http://maido-imai.shop-pro.jp/?pid=47382310


日本酒  Sake  

でんしゅ                                               

田酒   特別純米酒     青森（酒度＋3）                    ¥990 

青森県産酒造好適米「華吹雪」を使用した地酒の銘品。辛口ながらコクがあり、 

飲み飽きしないすっきりした味。 

 

はっかいさん 

八海山  本醸造        新潟（酒度＋4）                    ¥920 

柔らかな口当たり、淡麗な味わい。冷でよし、燗でよしの八海山を代表するお酒です。 

燗をつけた時のほのかな麹の香りもまたこのお酒の楽しみの一つです。 

 
くぼた        まんじゅ 

久保田  萬寿 純米大吟醸                   新潟（酒度＋2）                          ¥2,500 

香り、味ともに、蔵人が絶妙に仕上げた「久保田シリーズ」の最高峰です。 

柔らかな口当りと調和のとれた旨味で、軽く冷やしても、わずかに温めても、存在感を主張します。 

 

つかさぼたん      せんちゅうはっさく 

司牡丹  船中八策 純米   高知（酒度＋8）                                           ¥850 

香り高く、口中で旨みが膨らみサラリと切れる、キレ味抜群の超辛口純米酒です。 

 
だっさい 

獺祭   三割九分       山口（酒度＋5）   ¥1,700 

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。 

グラス.徳利共に 150ｃｃでご用意しております。 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

http://www.amazon.co.jp/%E6%9C%9D%E6%97%A5%E9%85%92%E9%80%A0%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89-%E4%B9%85%E4%BF%9D%E7%94%B0%E3%83%BB%E8%90%AC%E5%AF%BF%E3%83%BB1800ml-15-5%E5%BA%A6-%C3%971%E6%9C%AC/dp/B0051LS8DE/ref=sr_1_8/375-8725790-3194109?s=food-beverage&ie=UTF8&qid=1406509814&sr=1-8&keywords=%E4%B9%85%E4%BF%9D%E7%94%B0%E8%90%AC%E5%AF%BF


芋焼酎 

からり芋 鹿児島（25 度）       １杯               ¥730   

ボトル                     ¥5,000 

一刻者   鹿児島（25 度）１杯       ¥750   

ボトル                  ¥5,000 

鬼火   鹿児島（25 度）         １杯  ¥730   

ボトル         ¥5,000 

黒甕   鹿児島（25 度）         １杯   ¥730   

ボトル          ¥5,000 

麦焼酎 

麹屋伝兵衛  大分（41 度）１杯          ¥990   

ボトル              ¥7,500 

閻魔         大分（25 度）１杯          ¥750   

ボトル  ¥5,000 

吉四六         大分（25 度）１杯               ¥900   

ボトル       ¥7,000 

和ら麦         福岡（25 度）１杯             ¥750   

ボトル     ¥5,000 

佐藤 麦    鹿児島（25 度）１杯          ¥850   

ボトル       ¥6,500 

巌窟王   宮城（25 度）  １杯                ¥750 

ボトル             ¥5,500   

ボ

トル        ¥4,500 
白岳しろ       熊本（25 度）１杯                    ¥730   

ボトル   ¥5,000 

北海道の焼酎 

鍛高譚         紫蘇焼酎（20 度）  １杯                ¥730   

ボトル            ¥5,000 

三石町 昆布焼酎（20 度）  １杯             ¥730 

ボトル                   ¥5,000   

ボ

トル    ¥4,000 

黒麹頑撤 鹿児島（25 度）   １杯    ¥850   

ボトル          ¥4,700 

富乃宝山 鹿児島（25 度）   １杯   ¥850   

ボトル         ¥6,500 

佐藤 白 鹿児島（25 度）        １杯          ¥880  

佐藤 黒 鹿児島（25 度）        １杯          ¥950   

ボトル         ¥7,300 

 

炎 琉球泡盛 沖縄（25 度）    １杯                 ¥800   

ボトル                         ¥6,000 

その他の焼酎 

ぴりか伝説        米焼酎（25 度） １杯            ¥750   

ボトル           ¥5,500 

インカの目覚め       じゃがいも焼酎 

（25 度） １杯                 ¥750 

ボトル         ¥5,500 

北海男爵       じゃがいも焼酎（25 度） 

                 １杯              ¥850   

ボトル         ¥6,500 

 

 


