お飲物
DRINK

【Beer】

ビール

道
北海

サッポロクラシック樽生（中グラス）……………… 650 円 ( 税込 702 円 )
Draft beer（M） Sapporo Clssic

道
北海

サッポロクラシック樽生（小グラス）……………… 550 円 ( 税込 594 円 )
Draft beer（S） Sapporo Clssic

道
北海

サッポロクラシック（中瓶） ………………………… 750 円 ( 税込 810 円 )
Bottled beer（M） Sapporo Clssic

限定

限定

限定

アサヒスーパードライ（中瓶） ……………………… 750 円 ( 税込 810 円 )
Bottled beer（M） Asahi Super Dry
サントリープレミアムモルツ（中瓶） …………… 750 円 ( 税込 810 円 )
Bottled beer（M） Suntory Premium Malt's
〈ノンアルコール〉

サッポロプレミアム（小瓶） ………………………… 550 円 ( 税込 594 円 )
Non-alcoholic bottled beer（S） Sapporo Premium

【Soft Drink】

ソフトドリンク

オレンジ ………………………………………………… 500 円 ( 税込 540 円 )
Orange Juice
トマト …………………………………………………… 500 円 ( 税込 540 円 )
Tomato Juice
コカ・コーラ ……………………………………………… 500 円 ( 税込 540 円 )
Coke
ジンジャーエール ……………………………………… 500 円 ( 税込 540 円 )
Ginger ale
三ツ矢サイダー ………………………………………… 500 円 ( 税込 540 円 )
Cider
ウーロン茶 ……………………………………………… 500 円 ( 税込 540 円 )
Oolong Tea

地酒

道
北海 【Sake】

地酒

【北海道の日本酒 Hokkaido sake】
特別純米

燗
二世古（ニセコ/150ml）（燗又は冷）…………… 600円 (税込648円)
Special Junmai Niseko (Hot or Cold)
日本酒度 +9 酸度 1.6

純米酒

千歳鶴 丹頂鶴（札幌/150ml）…………………… 700円 (税込756円)
Junmai Tancho-tsuru
日本酒度 +5 酸度 1.3

純米吟醸

道
北海 【Daiginjo】

地酒

くにまれ

やや甘口の旨口吟醸です

大吟醸

ましけ

国稀（増毛/720ml）…………………………… 10,000円 (税込10,800円)
Daiginjo Kunimare
日本酒度 +5 酸度 1.4

大吟醸

コクのある味わい

北の錦 暖簾ラベル（栗山/150ml） …………… 800円 (税込864円)
Junmai Ginjo Kita no nishiki
日本酒度−2 酸度 1.6

大吟醸

辛口ならこのお酒

山田錦を 38% まで磨き上げた淡麗で気品ある味わい

千歳鶴 吉翔（札幌/720ml）………………… 12,000円 (税込12,960円)
Daiginjo Kissho
日本酒度 +6 酸度 1.1

果実のような華やかな香りに爽やかな余韻

【Sake】

日本酒

【全国の日本酒 Sake of Japan】
純米酒

燗
紀土 純米（和歌山/150ml）（燗又は冷） …… 600円 (税込648円)
Junmai Kido (Hot or Cold)
日本酒度 +4 酸度 1.5

純米酒

澤屋まつもと五百万石（京都/150ml）………… 700円 (税込756円)
Junmai Sawaya Matsumoto Gohyakumangoku
日本酒度 +7 酸度 1.3

純米酒

フレッシュで透明感のある味わい

八海山 純米吟醸（新潟/150ml） ………… 1,300円 (税込1,404円)
Junmai Ginjo Hakkaisan
日本酒度 +5 酸度 1.4

純米大吟醸

心地よい香りと甘酸のバランスがとれたお酒

燗
東洋美人 純米吟醸 50（山口/150ml） ………… 800円 (税込864円)
Junmai Ginjo Touyo-bijin (Hot or Cold)
日本酒度 −5 酸度 1.6

純米吟醸

果実系の含み香が特徴

一白水成 純米吟醸（秋田/150ml）…………… 800円 (税込864円)
Junmai Ginjo Ippaku sui sei
日本酒度 +3 酸度 1.2

純米吟醸

淡麗辛口ながら幅のある味わい

写楽 純米（福島/150ml）………………………… 750円 (税込810円)
Junmai Sharaku
日本酒度 +1 酸度 1.3

純米吟醸

冷酒から熱燗まで楽しめるお酒

穏やかな品のある香りと旨みのバランスが絶妙

南 純米大吟醸（高知/150ml） …………… 1,200円 (税込1,296円)
Junmai Daiginjo Minami
日本酒度 +5.5 酸度 1.7

キリリとした辛さのあとの旨みが楽しめるお酒

【日本酒飲み比べセット】

飲み比べ

下記の日本酒より三種類お選び下さい。
（北海道）二世古、千歳鶴丹頂鶴、北の錦
（全国） 紀土、澤屋まつもと、写楽、一白水星、東洋美人
75ml×3

……………

1,000円 (税込1,080円)

【Champagne】

シャンパン

シャンパーニュ マルキス デ ベル エアーズ ブリュット（750ｍｌ）
Champagne Marquis de Bel Aires Brut
中辛口・フランス ……………………………………… 7,000 円 ( 税込 7,560 円 )

【Sparkling Wine】

スパークリング ワイン

セグラ ヴューダス ブルート レセルバ（750ｍｌ）
Segura Viudas Brut Reserva
中辛口・スペイン ………………………………………… 3,500 円 ( 税込 3, 780 円 )
サンテロ ピノ シャルドネ スプマンテ（750ｍｌ）
Santero Pinot Chardonnay Spumante
辛口・イタリア ………………………………………… 3,200 円 ( 税込 3, 456 円 )
パゴ デ タルシス カヴァ ブリュット（750ｍｌ）
Pago de Tharsys Cava Brut
中辛口・スペイン

………………………………………

3,200 円 ( 税込 3, 456 円 )

【Wine White】
北海道

地酒

ワイン 白

北海道 ケルナー（720ｍｌ）
Hokkaido Kerner

3,500 円 ( 税込 3,780 円 )

辛口・日本 …………………………………………………

ボッラ ソアーヴェ クラッシコ（375ｍｌ）
Bolla Soave Crassico
辛口・イタリア

……………………………………………

ドメーヌ デュ セレ シャルドネ 2016（750ｍｌ）
Domaine du SERRET Chardonnay 2016
辛口・フランス ……………………………………………

2,000 円 ( 税込 2,160 円 )

3,200 円 ( 税込 3, 456 円 )

ヴェルジェ ド シュッド ヴァン ド フランス ヴィオニエ 2016（750ｍｌ）
Verget du Sud Vin de France Blanc Viognier 2016
中辛口・フランス ………………………………………… 3,200 円 ( 税込 3, 456 円 )
コノ スル ゲヴュルツトラミネール ヴァラエタル 2016（750ｍｌ）
Cono Sur Gewurztraminer Varietal 2016
辛口・チリ ………………………………………………… 3,000 円 ( 税込 3, 240 円 )
シリウス ボルドー ブラン 2016（750ｍｌ）
Sirius Bordeaux Blanc 2016
中辛口・フランス …………………………………………

3,500 円 ( 税込 3, 780 円 )

ジャン ジャック ドミニク テロワール セレクション シャルドネ 2015（750ｍｌ）
Jean Jacques Dominique Terroir Selection Chardonnay 2015
辛口・フランス …………………………………………… 3,500 円 ( 税込 3, 780 円 )
ドメーヌ ツィント フンブレヒト ピノ ブラン 2016（750ｍｌ）
Zind Humbrecht Pinot Blanc 2016
辛口・フランス …………………………………………… 5,200 円 ( 税込 5,616 円 )
ウィリアム フェーブル シャブリ ヴァイヨン 2015（750ｍｌ）
William Fevre Chablis Vaillons 2015
辛口・フランス …………………………………………… 8,000 円 ( 税込 8,640 円 )

【Wine Red】
北海道

地酒

ワイン 赤

北海道 ツヴァイゲルトレーベ（750ｍｌ）
Hokkaido Zweigeltrebe
中辛口・ライトボディ・日本 ………………………………

ムートン カデ
Mouton Cadet（375ｍｌ）
中辛口・フルボディ・フランス

3,500 円 ( 税込 3,780 円 )

2,000 円 ( 税込 2,160 円 )

…………………………

コノ スル オーガニック カベルネ カルメネール 2016（750ｍｌ）
Cono Sur Organic Cabernet Carmenere 2016
中辛口・フルボディ・チリ ……………………………… 3,200 円 ( 税込 3, 456 円 )
ヴィエイユ エグリーズ レゼルヴ 2012（750ｍｌ）
Vieille Eglise Reserve 2012
中辛口・フルボディ・フランス ……………………………

ヴィラ デ パン ピノ ノワール 2016（750ｍｌ）
Villa des Pins Pinot Noir 2016
中辛口・ミディアムボディ・フランス ……………………

3,800 円 ( 税込 4,104 円 )

3,200 円 ( 税込 3, 456 円 )

シリウス ボルドー ルージュ 2015（750ｍｌ）
Sirius Bordeaux Rouge 2015
中辛口・ミディアムボディ・フランス ……………………

3,800 円 ( 税込 4,104 円 )

ジャン ジャック ドミニク テロワール セレクション ピノ ノワール 2015（750ｍｌ）
Jean Jacques Dominique Terroir Selection Pinot Noir 2015
辛口・ミディアムボディ・フランス ……………………… 3,500 円 ( 税込 3, 780 円 )
ベルトラン アンブロワーズ ブルゴーニュ ルージュ 2014（750ｍｌ）
Bertrand Ambroise Bourgogne Rouge 2014
中辛口・ミディアムボディ・フランス …………………… 5,200 円 ( 税込 5,616 円 )
ファミーユ ペラン ヴァケラス レ クリスタン 2014（750ｍｌ）
Famille Perrin Vacqueyras Les Christins 2014
辛口・フルボディ・フランス ……………………………… 6,000 円 ( 税込 6,480 円 )
サヴィニー レ ボーヌ レ プイエ 2011（750ｍｌ）
Savigny les Beaune Les Peuillets 2011
辛口・フルボディ・フランス ………………………………

8,500 円 ( 税込 9,180 円 )

焼酎

【Shochu】
ばれいしょ

北海道

地酒

ジャガイモ焼酎 馬鈴薯（北海道・清里町）
Shochu made from potato Bareisho
650 円 ( 税込 702 円 )
ボトル (Bottle) ……………………………………………3,800 円 ( 税込 4,104 円 )

グラス (Glass) ………………………………………………

グラス (Glass)
たんたかたん

北海道

地酒 しそ

北海道

地酒

鍛高譚（北海道） ……………………………………… 600円 (税込648円)
Shochu made from shiso Tantakatan

麦

中々（宮崎）……………………………………………… 600円 (税込648円)
Shochu made from wheat Nakanaka

芋

喜多里（北海道）………………………………………… 600円 (税込648円)
Shochu made from potato Kitasato

芋

明るい農村（鹿児島） ………………………………… 600円 (税込648円)
Shochu made from potato Akarui nō son

芋

佐藤 黒（鹿児島）……………………………………… 700円 (税込756円)
Shochu made from potato Satō kuro

米

山翡翠（やませみ）（鹿児島）……………………… 650円 (税込702円)
Shochu made from rice Yamasemi
ボトル (Bottle) (720m)
たんたかたん

北海道

地酒 しそ

北海道

地酒

鍛高譚（北海道） …………………………………… 2,500円 (税込2,700円)
Shochu made from shiso Tantakatan

麦

中々（宮崎） ………………………………………… 3,200円 (税込3,456円)
Shochu made from wheat Nakanaka

芋

喜多里（北海道） …………………………………… 3,000円 (税込3,240円)
Shochu made from potato Kitasato

芋

明るい農村（鹿児島）……………………………… 3,600円 (税込3,888円)
Shochu made from potato Akarui nō son

芋

佐藤 黒（鹿児島）………………………………… 5,000円 (税込5,400円)
Shochu made from potato Satō kuro

米

山翡翠（やませみ）（鹿児島)…………………… 3,500円 (税込3,780円)
Shochu made from rice Yamasemi

フルーツリキュール

【Fruit Liqor】

国士無双 梅酒（北海道） ……………………………… 600 円 ( 税込 648 円 )
Plum liquor

Kokushimuso

日本酒ベースの梅酒

(Lock or Soda)

日本酒のコクと旨みのバランスが取れた梅酒です。

梅乃宿 あらごし梅酒（奈良）………………………… 800 円 ( 税込 864 円 )
Plum liquor

Umenoyado

(Lock or Soda)

濃厚な味わいを存分にお楽しみいただける、デザート梅酒です。

陽のしずく ゆず（宮城） ……………………………… 700 円 ( 税込 756 円 )
Yuzu liquor

Hinoshizuku

(Lock or Soda)

子宝 マンゴー（山形） ………………………………… 800 円 ( 税込 864 円 )
Mango liquor

Kodakara

(Lock or Soda)

ウイスキー

【Whisky】

ベンネヴィス（Single） …………………………………… 600円 (税込648円)
Ben Nevis

(Lock or Water or Soda)

サントリーリザーブ（Single） ………………………… 800円 (税込864円)
Suntory Reserve

北海道

地酒

(Lock or Water or Soda)

ニッカ竹鶴ピュアモルト（Single） …………………… 850円 (税込918円)
Nikka Taketsuru Pure malt

【Sour・Giass Wine】

(Lock or Water or Soda)

サワー・グラスワイン

レモンサワー ………………………………………………… 500円 (税込540円)
Lemon sour

グレープフルーツサワー ………………………………… 500円 (税込540円)
Grapefruit sour

ライムレモンサワー ……………………………………… 500円 (税込540円)
Lime lemon sour

ウーロン割り ………………………………………………… 500円 (税込540円)
Oolong split

グラスワイン（赤・白）……………………………………… 600円 (税込648円)
Glass wine (Red or White )

