
生ビール キリン一番搾り 600

小生ビール キリン一番搾り 450

瓶ビール

　　キリン・ラガー 600

　　キリン・一番搾り　黒 550

　　アサヒ・スーパードライ 600

　　サッポロ・エビス 600

ノンアルコールビール アルコール　0.00％

　　キリン・零ICHI 450

角ハイボール 500

すず音 発泡清酒　 宮城県 一の宮酒造 300ｍｌ 1700

レモネーゼ 福岡県 花の露 300ｍｌ 1700

生搾り

　　レモン

　　グレープフルーツ （各） 600

　　オレンジ

ま
ず
は
・
・
・

酎
ハ
イ

※表示価格には別途、消費税がかかります。



ノンアルコールビール アルコール　0.00％

　　キリン・零ICHI 450

コーラ 400

ジンジャーエール 400

ウーロン茶 400

黒ウーロン茶 500

１００％ジュース （各） 400

　　オレンジ　　グレープフルーツ

　　アップル　　パイン

ペリエ 天然ガス入りミネラルウォーター 500

石垣島１００％パインジュース 750

ソ
フ
ト
ド
リ
ン
ク

※表示価格には別途、消費税がかかります。



[白]

　　ミラモンテ

チリ 600

　　ジャンマルク ブロカール シャブリ サンクレール　

フランス 850

[赤]

　　カマレロ カベルネソーヴィニオン

チリ 600

　　カサーレヴェッキオ モンテプルチアーノ ダブルッツォ

イタリア 850

グラス　シャンパン グラス 1000

　　ボーモンデクレイエールグランドレゼルヴブリュット

※お酒が飲めない方にも・・・

スパークリング　ジュース グラス 500

ボトル 2600

品種：ソーヴィニオンブラン、セミヨン

※表示価格には別途、消費税がかかります。

グ
ラ
ス
ワ
イ
ン

品種：シャルドネ　

品種：カベルネソーヴィニオン

品種：モンテプルチアーノ　ダブルッツォ

※ボトルで飲まれる方はワインリストがございます。

　スタッフまでお問い合わせください。

シ
ャ
ン
パ
ン

品種：ピノ・ムニエ、シャルドネ、ピノ・ノワール

デュク ドゥ モンターニュ



角玉梅酒 450

米焼酎と南高梅を使用した、バランスの良い梅酒です。

うぐいすとまり鶯とろ 580

梅の果肉入りでトロットロの梅酒です。

白い梅酒 580

カルピスみたいな梅酒です。ソーダ割りがおすすめ！！

あらごしみかん酒 580

つぶつぶみかんジュースがそのままお酒になりました。

ゆず酒 580

ゆずの香りがいっぱいでさっぱりとしたお酒です。

カシス 550

オレンジ、パイン、グレープフルーツ、ソーダ、ウーロン

ピーチツリー 550

オレンジ、ソーダ、ウーロン

ディタ 650

オレンジ、パイン、グレープフルーツ

キール カシス＋白ワイン 600

キティ ジンジャーエール＋赤ワイン 600

キールロワイヤル カシス＋シャンパン 1000

ミモザ オレンジ＋シャンパン 1000

※表示価格には別途、消費税がかかります。

 
果
実
酒

カ
ク
テ
ル



グラス小 250

特別純米 グラス中 500
福岡県八女市

高橋商店
１合 750

グラス小 250

純米 グラス中 500
福岡県久留米市

花の露
１合 750

グラス小 300

純米 グラス中 600
福岡県糸島市

白糸酒造
１合 900

グラス小 300

山廃純米 グラス中 600
福岡県三井郡

井上合名
１合 900

発泡清酒　 宮城県 一の宮酒造 300ｍｌ 1700

福岡県 花の露 300ｍｌ 1700

しげます

繁桝クラシック
伝説の味を再現し復刻ラベルで登
場。ふくよかな旨味と爽やかな喉ご
しの　やや辛口のお酒です。

はなのつゆ

花の露 筑後川の軟水を用い、やわらか
な口当たりで飲み飽きしない味
です。お燗にするとよりおいし

くなります。日
本
酒

たなかろくじゅうご

田中六五
山田錦の田んぼに囲まれた中に
ある蔵元なので「田中」。米の
旨みを感じる、これぞ純米酒。

美田辛醸 山廃仕込みで仕上げた辛口のお
酒です。山廃ならではの旨みも
しっかり残しつつ酸味の加わっ
たキレのある仕上がりです。

びでん

※表示価格には別途、消費税がかかります。

すず音

レモネーゼ

※グラス小は60ｍｌ　グラス中は120ｍｌ　１合は180ｍｌです。



グラス小 260

グラス中 520

１合 780

〆張鶴　純 グラス小 310

グラス中 620

１合 930

グラス小 300

グラス中 600

１合 900

グラス小 350

グラス中 700

１合 1050

辛口の日本酒を守り続ける岐阜
の名門。料理の邪魔をしないバ
ランスの良いお酒です。冷やで
も熱燗でもおすすめです。

本醸造
岐阜県

三千盛酒造

みちさかり

三千盛

しめはりづる

伝統を受け継ぎ、独自の酒造技
術により醸しあげられる
「純」。米本来の自然な味わい
を引き出された飲み飽きしない
美酒。

純米吟醸

日
本
酒

新潟県
宮尾酒造

しんかめ

神亀

新政　エクリュ 酒こまち（白）ならではの柔ら
かく甘味のある新政スタイルの
食中酒です。適度な酸のある口
当たり軽やかなお酒です。

純米

熟成された濃醇な旨味のある、
のどごしと後味の切れがいいコ
クのあるお酒です。熱燗がおす
すめです。

純米　辛口
埼玉県

神亀酒造

あらまさ

※表示価格には別途、消費税がかかります。

秋田県
新政酒造

※グラス小は60ｍｌ　グラス中は120ｍｌ　１合は180ｍｌです。



甕雫　極 グラス 1000 甕雫 グラス 650

日南市大字平野 日南市大字平野 5合かめ 6000

京屋酒造 京屋酒造 1升かめ 11000

川越 グラス 650 月の中 グラス 600

東諸県郡国富町 2合 2300 西都市大字三財 2合 1800

川越酒造 岩倉酒造

吉助（白） グラス 550 吉助（黒） グラス 550

都城市下川東 2合 1800 都城市下川東 2合 1800

霧島酒造 4合ビン 3600 霧島酒造 4合ビン 3600

山ねこ グラス 550 赤霧島 グラス 520

児湯郡木城町 2合 1800 都城市下川東 2合 1800

尾鈴山蒸留所 4合ビン 3600 霧島酒造 5合ビン 3600

㐂六 グラス 黒霧島 グラス 450

児湯郡高鍋町 2合 1700 都城市下川東 2合 1200

黒木本店 4合ビン 3400 霧島酒造 5合ビン 2900

4合ビン・5合ビンは

飲み切りとさせていただいております。

※表示価格には別途、消費税がかかります。

芋
焼
酎

宮
崎

丹念に醸されたかめ仕込み焼酎の逸品。
飲みやすいマイルドな口当たり。

旬の季節にとれたさつま芋のみ使用。柔
らかく丸みがあり、きれがいい。

黒麹の醸すうまさはトロリとした甘みと
キリッとした後切れ。

原酒を3年間熟成し、ほのかな芋の香りと
黒麹の香ばしい風味と芳醇な旨味。

軽快な透明感のある味わい。初めに甘み
を感じ、後味はスッキリです。

黒麹仕込みによるコクのある味に落ち着
いた香りと甘みを感じます。

有機肥料を用いて栽培した「寿甘藷」
無農薬の米を使用し黒麹で仕込み。

伝承の大甕で仕込まれた気品のある爽や
かな焼酎。大地と太陽の豊潤な味わい。

徹底した手造り仕込み、3年間貯蔵熟成で
爽やかな香りと、清涼感が特徴。

紫芋に含まれるポリフェノールと麹のも
ろみが真っ赤になることから命名。



佐藤　黒 グラス 650 佐藤　白 グラス 600

霧島市牧園町 2合 2250 霧島市牧園町 2合 2100

佐藤酒造 4合ビン 4500 佐藤酒造 4合ビン 4200

侍の門 グラス 700 野海棠 グラス 700

曽於郡大崎町 2合 2400 薩摩川内氏祁答院 2合 2400

太久保酒造 4合ビン 4800 祁答院蒸留所 4合ビン 4800

赤兎馬 グラス 600 富乃宝山 グラス 580

いちき串木野市湊町 2合 2100 日置市吹上町 2合 1950

濱田酒造 4合ビン 4200 西酒蔵 4合ビン 3900

やきいも黒瀬 グラス 580 一刻者 グラス 540

阿久根市栄町 2合 1900 薩摩郡薩摩町 2合 1750

鹿児島酒造 4合ビン 3800 小牧醸造 4合ビン 3500

不二才 グラス 540 海 グラス 540

南九州市頴娃町 2合 1750 鹿島市白崎町 2合 1750

佐多宗二商店 4合ビン 3500 大海酒造協同組合 4合ビン 3500

姶良 グラス 540 島美人 グラス 450

姶良郡姶良町 2合 1750 出水郡長島町 2合 1200

白金酒造 4合ビン 3500 長島研醸 5合ビン 2900

4合ビン・5合ビンは

飲み切りとさせていただいております。

※表示価格には別途、消費税がかかります。

芋
焼
酎

鹿
児
島 源氏芋や幻の米といわれる白玉米を使

用。　複雑でコク深い味わいを感じま
す。

切れ味光る辛口男酒！甘味控えめでドラ
イな印象のシャープ系。これぞ薩摩！

芋臭さがなく柔らかな口当たり。焼酎が
苦手な方、初めての方におすすめです！

長島の５つの蔵元が特産の芋で造った焼
酎をブレンドして仕込まれています。

芋を丁寧に皮むきし、手作り麹と昔から
変わらぬ造りで生み出される逸品。

黒麹独特の芋の香ばしい香りとインパク
トのある甘さと繊細で滑らかな舌触り。

白麹の柔らかさと黄金千貫の甘さを表現
しています。豊かな香りと優しい味わ
い。

全ての工程にこだわっている焼酎です。
やさしいスッキリとした甘みがありま
す。

ゆっくりと熟成させ、口当たりが良く飲
みやすい。しっかりとした味わいも魅
力。

黄麹仕込み。低温管理で造られ、旨味深
く爽やかな香りとキレのいい口当たり。

「芋は焼芋がおいしい」の理念のもと造
られました。香ばしさとコクがいい！

芋本来のうまさを頑固なまでにこだわり
造られた100％全量芋焼酎です。



百年の孤独 グラス 800 兼八 グラス 650

宮崎県児湯郡 大分県宇佐市 2合 2300

黒木本店 四ツ谷酒造

佐藤　麦 グラス 600 中々 グラス 520

鹿児島県霧島市 2合 2100 宮崎県児湯郡 2合 1700

佐藤酒造 4合ビン 4200 黒木本店 4合ビン 3400

白水 グラス 450

熊本県 2合 1000

麒麟麦酒 5合ビン 2800

吟香鳥飼 グラス 700 豊永蔵 グラス 580

熊本県人吉市 熊本県球摩郡 2合 1900

鳥飼酒造 豊永蔵酒造

長雲一番橋 グラス 580

鹿児島県奄美大島 2合 1900

山田酒造

4合ビン・5合ビンは

飲み切りとさせていただいております。

米
焼
酎 吟醸酒と同様、「山田錦」「五百万石」

を原料に、低温発酵させた逸品。

無農薬・無化学肥料米や石室で造る麹で
仕込んでます。柔らかくきめ細やかな味
です。

樽で長期間貯蔵熟成。焼酎の概念を超え
たウィスキーにも似た深い味わい。40度

一口飲めば驚く程濃厚で深みがあり、個
性的で他の麦焼酎とはひと味違います。

麦
焼
酎 ロースト麦のような香ばしさが魅力。旨

味が極めて高く味わい豊かな逸品です。

手造りの麹と大麦のみを使用して麦の特
徴である口当たりの軽さが良い焼酎で
す。

南阿蘇・白川水源の水で仕上げた優しい
麦の香りと、まろやかな味わいが特徴。

黒
糖
焼
酎 常圧蒸留で黒糖の特徴を最大限に引き出

し、風味豊かで、甘い旨味が心地いい。

※表示価格には別途、消費税がかかります。



残波 グラス 500 春雨カリー グラス 500

沖縄県読谷村 2合 1700 沖縄県那覇市 2合 1700

比嘉酒造 宮里酒造

宮之鶴 グラス 500

沖縄県石垣島 2合 1700

仲間酒造

　　ＣＨＩＶＡＳ　ＲＥＧＡＬ シーバス リーガル 500

　　山崎10年 1000

　　ＦＯＵＲ　ＲＯＳＥＳ フォアローゼス 黒 600

フルーティな甘味でさっぱりとして澄み
切った味わい。とても飲みやすいです。

【ＷＨＩＳＫＹ】

泡
盛

フルーティな甘味でさっぱりとして澄み
切った味わい。とても飲みやすいです。

フルーティな甘味でさっぱりとして澄み
切った味わい。とても飲みやすいです。

洋
酒

【ＢＯＵＲＢＯＮ】

※表示価格には別途、消費税がかかります。



6800円 12000円

　

9000円 15000円

10000円 18000円

シャンパン CHAMPAGNE

ボーモン デ クレイエール グランド レゼルブ ブリュト ボランジェ スペシャル キュヴェ

「唯一無二の品質」を掲げたシャンパン
の会社です。鮮明なボディを持ちなが
ら、さわやかな口当たり小気味良い辛
口の味わい、驚くほどフルーティなアロ
マは魚料理にもよく合います。ぜひ【五
感全て】で味わってみてください。

世界的に有名な「ドン ペリニヨン」を世
に送り出しているシャンパンの会社で
す。3種類の葡萄が完璧に調和した、バ
ランスの良いエレガントな味わい。後味
はどこまでも新鮮で長く余韻が残りま
す。前菜からメイン、デザートまであらゆ
る料理とよく合います。

ヴーヴ クリコ イエローラベル

モエ エ シャンドン ブリュット アンペリアル

最高純度の果実「クール・ド・キュヴェ」
を使うことにこだわっています。フルー
ティでまろやかな優雅さが際立ち、きめ
細やかな泡立ちのシャンパンです。熟
した果実のアロマと柑橘系のフレッシュ
な風味が心地良く、後味はスッキリとし
ています。

継承される伝統によって育まれる一貫
したスタイルとすばらしい品質を誇る
シャンパンです。濃縮感、凝縮感が高
く、苦味と酸味のバランスもよくエレガン
トな奥行きのあり、映画「007」でおなじ
みのシャンパンです。

ﾙｲﾅｰﾙ ブラン ド ブラン

ルイ ロデレール ブリュット ヴィンテージ

美しく個性的なボトルが印象的なシャル
ドネのみで造られたシャンパンです。繊
細で上質なパールのような泡立ちととも
に、芳醇な香りが広がります。優しい口
当たりとしなやかな味わいはとてもバラ
ンスが良く、長い余韻がエレガントに続
きます。

「手仕事の芸術品」と賞されるシャンパ
ンです。三年半セラーで熟成後、瓶詰
めしてさらに半年熟成させています。芳
醇な果実の特徴を見事に表した力強い
味わいが、細かくクリーミーな泡によって
心地よく包み込まれており上品な余韻
が続きます。

※表示価格には別途、消費税がかかります。※表示価格には別途、消費税がかかります。



750ｍｌ 4200円

375ｍｌ 2600円

　

4800円

（オーストラリア）

あの有名な「モエ エ シャンドン」がオー
ストラリアで造っているスパークリングで
す。本場フランスと同じ製法で上質にし
て繊細な味わい。そしてピュアな果実
味が爽快で飲みやすい一本です。

スパークリングワイン

ＳＰＡＲＫＬＩＮＧ　ＷＩＮＥ

ｶﾙﾍﾟｰﾈ プロセッコ コネリアーノ 

イタリア国内はもとより世界中で愛され
ているプロセッコ（辛口）ワインです。繊
細で凝縮されたワインらしい香り。辛口
でしっかりとしているが、上品な爽やか
な口当たり。親しみやすい一本です。

（イタリア）

シャンドン ブリュット

※表示価格には別途、消費税がかかります。



3800円 6000円

４２００円 ６８００円

5000円 ８０００円

5300円 ２１０００円

白ワイン WHITE　WINE

ルイ ラトゥール アルデッシュ
シャルドネ

（フランス） マルクテンペ アリアンス （フランス）

※表示価格には別途、消費税がかかります。※表示価格には別途、消費税がかかります。

【品種】シャルドネ 【品種】シルヴァーネル、ピノオーセロワ、他

グランシェヴィーナ
セレクテッド

（クロアチア）
カーサダンブラ フラッシテッリ
イスキア ビアンコ

（イタリア）

シャルドネ種の個性を生かすためにあえて
ステンレスタンクのみで醸造されています。
爽やかな香りとすっきりとした口当たりの洗
礼された味わいです。

アリアンスとは「協力」の意。6種類のブドウ
から造った混醸ワインです。ふくよかな果実
に高めの酸が特徴で後味は辛口です。

英国のエリザベス女王の即位式にも収めら
れたワインです。青りんごの爽快な香りから
ミネラル感豊かでふくよかな味わいです。
ぜひ食事と一緒に楽しんでください。

イスキア島で古代ギリシア人が伝えた土着
品種から造られたワインです。凝縮したデリ
ケートなブドウの香り、フレッシュできれいな
酸味とミネラル貫が特徴です。

【品種】ビアンコレッラ、フォラステラ【品種】グラシェヴィーナ

ショー＆スミス ソーヴィニヨン ブラン （南オーストラリア）
ドメーヌ アラン ブリュモン
シャトー モンテュス ブラン

（フランス）

ブルゴーニュ最大のビオディナ生産者。香り
はアプリコットや純粋なミネラルの香り。時間
がたつと柑橘系の果物の香りが開きます。
フレッシュでバランスの良いワインです。

エティエンヌ ソゼはモンラッシェ２大巨頭の
１人として抜群の知名度を誇る作り手です。
凛とした貴婦人を想起されるような味わい
は、うっとりとしてしまうほどの美しさです。

【品種】ソーヴィニヨンブラン 【品種】プティクルビュ、プティヴィックビル

【品種】シャルドネ 【品種】シャルドネ

ジャン マルク ブローガル
シャブリ サント クレール

（フランス）
エティエンヌ ソゼ ピュリニィ
モンラッシェ

（フランス）

ハリウッドスターが直接買い付けに行くほど
の「伝説」のワインです。高級感溢れるアロ
マ、酸・果実味・味わいの完璧なバランス、
長い余韻が長く感じられます。

みずみずしいハーブと柑橘系の風味がまろ
やかな酸味と一緒に味わいを造り、優しい
タッチで心地よい清涼感があります。



3200円 5800円

3500円 7200円

4600円 9500円

5200円 19000円

【品種】カベルネソーヴィニヨン 【品種】ピノ・ノワール

赤ワイン RED　WINE

カマレロ カベルネソーヴィニヨン
（チリ）

ミディアムボディ
ルイジャド ソンジュドバッカス
ブルゴーニュ ピノノワール

（フランス）
ミディアムボディ

※表示価格には別途、消費税がかかります。※表示価格には別途、消費税がかかります。

ブルゴーニュ最大のルイ・ジャド社が贈る自
信作！深みあるリッチな味わいと複雑な香
りが一体となります。

カマレロとはスペイン語で「ウエイター」の
こと。軽めのボディながらバランスが良く、フ
レッシュでフルーティな味わいです。

ルートワン カルメネール レゼルバ
（チリ）

フルボディ

【品種】カルメネール、シラー

一本の葡萄の木からあえて2房に絞り込ん
で造ります。その2房に凝縮された味わい、
香りをお楽しみください。

【品種】シラー、メルロー、ジンファンデル他

カサーレ ヴェッキオ
モンテプルチアーノ　ダブルッツォ

（イタリア）
フルボディ

【品種】モンテプルチアーノダブルッツォ

大切な人と食事の時間を楽しむ為に造らた
優しい味わいのあるワインです。凝縮感が
ありながらも繊細さを合わせ持っています。

ベッサ ヴァレー ワイナリー
エニーラ レゼルヴァ

（ブルガリア）
フルボディ

【品種】メルロー、シラー、カベルネソーヴィニヨン、
プティヴェルド

ティボー リジェ ベレール
ブルゴーニュ ルージュ グラン シャイヨ

（フランス）
ミディアムボディ

ブルガリアで起こした奇跡!!世界中で大絶
賛されています。その味わいはまるで最高
級ボルドーを想わせる素晴らしいバランスで
す。ワイン好きなら体験してみてください!!

【品種】ピノノワール

スターレーンヴィンヤード アストラル
（アメリカ）
フルボディ

【品種】カベルネソーヴィニヨン

あのロマネコンティと同評価を受けるという
偉業を成し遂げた、新星のドメーヌです。
非常に繊細な味わいのエレガントで
フルーティーなワインです。

あのオーパスワンに勝ったワインです!!
最高級のボルドーの産地として認定された
土地で１９ヶ月熟成された繊細な香り、味わ
いをお楽しみください。

ロバート・モンダヴィ プライベート・
セレクション ヘリテイジ レッドブレンド

（アメリカ）
フルボディ

環境に優しいワインの精神にのっとり造られ
ています。果実味溢れる風味と優しいタン
ニンはあなたのルート（魂）を揺さぶります。
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