
ビール　　Beer

生ビール サッポロクラシック (北海道限定)

 Draft Beer "Sapporo Classic"

小瓶 サッポロ・アサヒ・キリン
 Small Bottle of Beer 'Sapporo / Asahi / Kirin'

ノンアルコールビール

 Non-alcoholic Beer 

ソフトドリンク 　　Soft Drinks

黒烏龍茶

　Black Oolong Tea

烏龍茶

　Oolong Tea

コーラ

　Coke

ジンジャーエール ¥680

　Ginger Ale

オレンジジュース

　Orange Juice

グレープフルーツジュース

　Grapefruit Juice

ブドウジュース ケルナー  余市町産 (180ml)

　Grape Juice Kenner

ブドウジュース ピノノワール　余市町産 (180ml)

　Grape Juice Pinot Noir

アップルジュース　余市町産 (180ml)

　Apple Juice

ナチュラルミネラルウォーター　　Mineral water

スルジーヴァ ナチュレル　　イタリア　（500ml）

　Surgiva（Italia） Non Sparkling

ペリエ　　フランス　（330ml）

　Perrier (France) Sparkling

サンペレグリノ　　イタリア　（500ml）

　S.Pellegrino (Italia) Sparkling

　　※料金には消費税とサービス料10％が含まれております

　　※The charge is included consumption tax and 10% service charge

¥1,200

¥1,000

¥1,200

¥1,400

¥1,500

¥1,100

各 ¥980

¥980

¥680

¥680

¥680

¥680

¥680

¥1,500



Sparkling Wine ( Glass )　　 スパークリング ワイン(グラス)

Cordon Negro (CAVA) 　　 コルドン ネグロ ¥1,400

スペイン産　パレリャーダ 40％、マカベオ 35％、チャレッロ 25％で

　シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で作られるスパークリングワイン

　　ほのかな苦みが特徴的なすっきりとした辛口

Champagne（ Glass ）　　シャンパーニュ(グラス)

¥1,900

Jamart CARTE BLANCHE BRUT　ジャマール・カルト・ブランシュ・ブリュット

圧縮された白いチョーク質の土壌から柔軟さとフィネスを併せ持つシャンパーニュを

　　醸し出すジャマール    このカルト・ブランシュ・ブリュットは

　　　　樹齢80年のピノ・ムニエを95％とシャルドネを5％使用

アプリコットやリンゴの蜜のアロマ、ソフトなアタックでフルーツフレーバーと

マシュマロのような柔らかく甘やかなニュアンス、繊細なミネラルが特徴的です

食前酒　　Aperitif

ゴンザレス ティオ ぺぺ　（ドライシェリー）

　Gonzarez TIO PEPE　(Dry sherry)

キール （クレームドカシス + 白ワイン）

　Kir (Crème de cassis and white wine)

キール ロワイヤル（クレームドカシス + スパークリングワイン）

　Kir royal (Crème de cassis and sparkling wine)

ミモザ　（オレンジジュース + スパークリングワイン）

　Mimosa (Orange juice and sparkling wine)

ホワイトミモザ（グレープフルーツジュース + スパークリングワイン）

　White Mimosa (Grapefruit and sparkling wine)

　　※料金には消費税とサービス料10％が含まれております

　　※The charge is included consumption tax and 10% service charge

¥1,200

¥1,300

¥1,400

¥1,400

¥1,400



日本酒　　Sake

大吟醸原酒 まる田 小林酒造(北海道栗山町) 一合

 “ Maruta ” 180ml Bottle

四合瓶

720ml Bottle

国稀 北海鬼ころし 国稀酒造(北海道増毛町) 一合

 “ Onikoroshi ” 180ml Bottle

五合瓶

900ml Bottle

獺祭 純米大吟磨き三割九分 旭酒造 一合

 “ Dassai "
(山口県岩国市周東町)

180ml Bottle

田酒 特別純米 西田酒造店(青森県青森市 一合

 “ Denshu ”
　　　大字油川字大浜)

180ml Bottle

ゆず酒 / あらごし梅酒（ロック・ソーダ割り・水割り） 各 ¥950

“ Citron ” / “ Plam ”( on the rock, with Soda , with Water)

焼 酎　　Shochu　( distilled spirit　)

三岳（芋） 三岳酒造(鹿児島県熊毛郡屋久島町)

 “ Mitake ” ( Spirit　“distilled from sweet potatoes ”)

もぐら（芋）さつま無双株式会社(鹿児島県鹿児島市七ツ島)

 “ Mogura ” ( Spirit　“distilled from sweet potatoes ”)

兼八（麦） 四ツ谷酒造(大分県宇佐市大字長洲)

 “ Kanehati ” ( Spirit “ distilled from barley ” )

　　※料金には消費税とサービス料10％が含まれております

　　※The charge is included consumption tax and 10% service charge

¥2,500

¥1,900

¥900

¥900

¥900

¥5,200

¥2,600

¥9,800

¥1,200



ウイスキー　　Whisky

　　< Japanese >

サントリー 山崎 12年 シングルモルト シングル

 Suntry Yamazaki 12y Single Malt Single

ニッカ 竹鶴 ピュアモルト シングル

 Nikka Taketuru  Pure Malt Single

　　< Scotch >

シーバス リーガル 12年 シングル

 Chivas Reagal 12y Single

オールド パー 12年 シングル

 Old Parr 12y Single

　　< American >

ワイルド ターキー 8年 シングル

 Wild Turkey 8y Single

ジャック ダニエル シングル

 Jack Daniel’s Single

ブランデー　Brandy

ヘネシー　V.S.O.P シングル

 Hennessy V.S.O.P Single

レミーマルタン　V.S.O.P シングル

 Remy Martin V.S.O.P Single

　　※料金には消費税とサービス料10％が含まれております

　　※The charge is included consumption tax and 10% service charge

¥1,400

¥2,300

¥1,900

¥1,250

¥1,250

¥1,350

¥1,200

¥1,200



ノンアルコールカクテル　　Non- Alcohol Cocktail

サラトガ クーラー （ ジンジャーエール + ライムジュース ）

 Saratoga Cooler (Ginger ale and lime juice)

シャーリーテンプル （ トニックウォーター + グレナデンシロップ ）

 Shirley Temple (Tonic water and grenadine syrup )

カクテル　Cocktail

ジン トニック （ タンカレードライジン + トニックウォーター ）

 Gin Tonic (Tanqueray dry gin and tonic water)

カンパリ （ ソーダ、オレンジ、グレープフルーツ ）

 Campari ( with Soda , Orange , Grapefruits ) ¥1,250

スプモーニ

    （ カンパリ + グレープフルーツジュース + トニックウォーター ）

 Spumoni

    (Campari and grapefruits juice and tonic water)

スプリッツァー （ 白ワイン + ソーダ ）

 Spritzer (White wine and soda)

　　※料金には消費税とサービス料10％が含まれております

　　※The charge is included consumption tax and 10% service charge

¥1,150

¥1,150

¥1,250

¥1,300

¥1,350



食後酒 Digestif

ヴィユー マール ド ブルゴーニュ シングル

 Vieux Marc de Bourgogne Single

　ワインを造る時に搾ったブドウの絞り粕が原料

              　ブドウが持っている香りが移行しやすく、香り高きブランデー

カルヴァドス ブラー　ペイ・ドージュ シングル

CALVADOS BOULARD Pay d'Auge Single

フランス・ノルマンディー地方で約130種類のリンゴを原料として 造られるブランデー

       熟したリンゴのフルーティな香りと熟成感との

　　　　　　　　　　絶妙なバランス、絹のような滑らかな舌触り

キルシュワッサー（スリータンネン） シングル

 Kirschlikor(3 tannnen) Single

　チェリーの収穫時期だけの限定製造の精神は今も変わらず、

　　　　　　　　　　　　拡大主義をとらず、品質を最大の誇りとしています

　重厚で深い風味、誰もが認めざるを得ない、

　　　　　　　　　　　世界最高品質のリキュールです

グラン　マルニエ シングル

 Grand Marnier Single

　グラン マルニエは厳選されたコニャックと

          　ハイチのビターオレンジの組み合わせが絶妙な

                                   　プレミアム・オレンジリキュールです

　　※料金には消費税とサービス料10％が含まれております

　　※The charge is included consumption tax and 10% service charge

¥1,300

¥1,300

¥1,300

¥1,200


