生ビール

Draft Beer

スピリッツ＆リキュール

Spirits & Liqueur

ウイスキー
ジン
ウォッカ
カンパリ
ベイリーズ
クレームドカシス

Whiskey
Gin
Vodka
Campari
Baileys Irish Cream
Crème de Cassis

ソフトドリンク

Soft drinks

ミネラルウォーター
アップルジュース
オレンジジュース
グレープフルーツジュース
トマトジュース
野菜ジュース
コーラ
コーラ

ノンカロリー

ジンジャーエール
牛乳
ブレンド茶
冷緑茶
緑茶
ほうじ茶
コーヒー
紅茶

Mineral water
Apple juice
Orange juice
Grapefruit juice
Tomato juice
Vegetable juice
Cola
Non calorie Cola
Ginger ale
Milk
Blended tea
Iced Japanese green tea
Japanese green tea
Roasted tea
Coffee
Tea

シャンパン
Champagne

ロゼワイン
Rosé

日本酒
Sake

焼酎
Shochu

テタンジェ・ブリュット・レゼルヴ

ビーニャ・レアル ロサード

農口尚彦研究所 本醸造酒

芋 綾黄金

明るく鮮やかな、黄金の藁の色調を帯びています。 泡立ちは
きめ細かく、泡がくっきり分かれ、長く続きます。非常に表
情豊かで、開かれた、フルーツとブリオッシュの香りが同時
に感じられます。桃、ホワイトフラワー（セイヨウサンザシ、
アカシア）とバニラの芳香（アロマ）が立ち上がり、口ざわ
りは、調和がとれた、生き生きと爽やかな味わいが特長です。

【色】透明に輝く美しいコーラル・ピンク
【香り】バラや赤い果実の香り
【味わい】キリっとした酸味の若々しい辛口ロゼ・ワイン。
フレッシュでありながらコクがあり、チェリーやスグリの
ニュアンスに、きれいな酸味とミネラル感、フローラルな余
韻を楽しめます。

「酒づくりの神様」の異名を持つ、農口尚彦氏が約70年にお
よぶ酒造り人生の集大成として立ち上げた酒蔵。洋梨のよう
に瑞々しく爽やかな果実味が口の中に広がり、驚くほどすっ
きりとした喉越しとミネラル感のある絶妙なバランスを保っ
たお酒です。

深い旨みとコクにフルーティな香りと甘み。

Taittinger Brut Reserve NV

Viña Real Rosado

Noguchi Naohiko Sake Institute "Honjozo"

Intense and flavorful, with a fruity fragrance and sweetness.

From a brewery launched by Noguchi Naohiko, aka “the god of brewing”, as the
culmination of 70 years of sake brewing this exquisitely balanced offering combines
a fresh, crisp pear-like fruit perfume with superb minerality plus a surprisingly clean,
refreshing sensation on the way down.

麦 吟薫（ムギギンクン）

フランス／シャンパーニュ

Champagne, France

The brilliant body is golden yellow in colour. The bubbles are fine, while the foam is
discreet yet lingering. The nose, very open and expressive, delivers aromas of fruit
and brioche. It also gives off the fragrance of peach, white flowers (hawthorn,
acacia) and vanilla pod.

スペイン／リオハ・アラベサ

Rioja Alavesa, Spain

Attractive salmon pink in colour with a rose pink rim.
This is an aromatic wine, the nose revealing floral aromas along with peach, apricot
and background notes of strawberry and citrus.
Delicious, balanced palate, rounded with a lightly acidic aftertaste and a long,
fruit-driven finish. An elegant wine which can be enjoyed at any time, with food or
without.

石川県

ファミーユ ヒューゲル/リースリング
エステート
フランス／アルザス

フードワインの代名詞とも言えるリースリング。テロワール
を最大限に尊重した本物の辛口リースリングと、オートク
チュールのようなワイン造りで生み出されるエレガントな白
ワインを是非料理のお供に御堪能ください。

Famille Hugel (Alsace)/Riesling Estate
Alsace, France

One could say that Riesling is synonymous with food wine so with this wonderful
cuisine be sure to try a true dry Riesling that respects the terroir to the utmost, or an
elegant white wine created from the “haute couture” of winemaking processes.

赤ワイン
Red
サン・トーバン プルミエ・クリュ
フランス／ブルゴーニュ

優良年のブドウ、特に35年以上の1級畑の古木から造られた
希少なワインです。
リッチな香り高さと、小さな赤い果実を連想させるチャーミ
ングでエレガントな風味が特徴です。

Saint Aubin Premier Cru
Burgundy, France

It is rare wine made from grapes of excellent years, especially from old trees in the
first-class fields of more than 35 years. It features rich aroma and charming and
elegant flavor which is reminiscent of small red fruit.

ツー・イン・ザ・ブッシュ シラーズ
オーストラリア／サウス・オーストラリア
紫がかった深い赤の色あいは素晴らしい香りを象徴しており、
熟したブラック・ベリーやブラック・プラムのキャラクター
を持たせつつペッパーやヴァニラのニュアンスを漂わせます。
味わいはフルボディかつエレガント。程良くバランスのとれ
た酸味とシルクの様なタンニンの味わいが長い余韻の最後を
飾ります。

Deep red in colour with bright purple hues, this wine exhibits lifted and intense
aromatics, with ripe and spicy dark fruit characters of blackberry and black plum
mixed with a touch of pepper and vanilla bean. A full bodied, elegant wine it shows
a balanced acidity and silky tannins culminating in a long finish on the palate.

小正醸造株式会社

AYA KOGANE

Kagoshima - KOMASA JYOZO CO.,LTD

福岡県

福徳長酒類株式会社

久留米産大麦を50％まで磨いた、吟醸香かおる華やかでフ
ルーティな味わいです。

飛良泉 大吟醸 室町蔵

HONKAKU MUGI SHOCHU
GINKUN

2種の大吟醸酒を調合、香り、酸味、旨味、甘みバランスの
とれたスマートな飲み口を創出。繊細で優しい香りを持ち、
後味の爽やかさが際立つ辛口大吟醸。

Savor flamboyant fruity ginjo flavor in a shochu made from Kurume barley
polished down to 50% weight.

株式会社飛良泉本舗

HIRAIZUMI DAIGINJO
MUROMACHIGURA

Akita - HIRAIZUMI HONPO CO., LTD.
Two daiginjo varieties have been blended to create a well-defined tipple with the
perfect balance of nose, tartness, flavor, and sweetness. A dry daiginjo sake with a
delicate, mild aroma, notable for its crisp aftertaste.

いなば鶴 強力
鳥取県

中川酒造株式会社

『真の地酒の姿』を追求し、篤農家の協力のもと復活した鳥
取固有で幻の酒造好適米「強力」を全量使用。量より米質
（低タンパク）を重んじた、仏国ワイン法の如く原産地呼
称・特別限定栽培契約米です。高精米（40％）・長期低温で
心を込めて醸し、芳醇な味わいを大切にするため炭素濾過は
控えています。

Inabatsuru Gouriki

Tottori - NAKAGAWA SHUZO CO., LTD.
Made entirely from Gouriki, the Tottori sake rice of myth, revived with help from
innovative farmers in a quest to produce a truly authentic local product. Grown
more for its low-protein advantage than for volume, Gouriki is produced in limited
quantities under exclusive contract, and has a designation of origin similar to those
assigned under French wine laws. Inabatsuru Gouriki is crafted from
highly-polished (to 40% weight) rice at low temperature for an extended period,
without charcoal filtration in order to retain the fragrant flavor.

Two in the Bush Shiraz
South Australia, Australia

鹿児島県

Ishikawa - Noguchi Naohiko Sake Institute Inc.

秋田県

白ワイン
White

農口尚彦研究所

嘉泉 特別純米 東京和醸
東京都

田村酒造場

東京の街並みと東京都の花である桜をイメージし、火入方法
は「瓶燗火入」で米の旨み・酒本来の味わいを残した特別純
米酒です。

Kasen Tokubetsujummai Tokyowajo
Tokyo - Tamura shuzoujou

Inspired by the Tokyo streetscape and its official flower the cherry blossom, this
top-quality sake retains its authentic rice taste and sake flavor through pasteurization
in the bottle.

Fukuoka - FUKUTOKUCHO CO., LTD.

梅酒
Plum wine
サントリー 山崎蒸溜所貯蔵
焙煎樽仕込梅酒
和歌山県

サントリー酒類会社

ウイスキーを貯蔵していた古樽の内面を焙煎し、梅酒をゆっ
くりと熟成させました。
ウイスキー樽の奥深い香りが特長の、甘さひかえめな大人の
梅酒です。華やかで芳醇な香りと深いコクをお楽しみくださ
い。

Suntory PLUM LIQUEUR Toasted Cask Matured
Wakayama - Suntory Liquors Ltd.

Slowly matured in toasted casks used for storing whiskey, this umeshu,
characterized by a heady whiskey-barrel aroma and reduced sweetness, is a drink for
the more sophisticated palate. Savor its florid perfume and robust body.

泡盛
Awamori
昔醸 翠古 30
沖縄県

忠孝酒造株式会社

2006年春 古きよき泡盛文化の中で現在途絶えた古式泡盛製
法（シー汁浸漬法）を復活させ、「コク」と「香り」を併せ
持ち、他に類を見ない「甘み（旨み）」を兼ね備えた琉球泡
盛です。

Mukashizukuri SUIKO

Okinawa - Chuko Awamori Distillery Co.,LTD.
In the spring of 2006 Chuko revived the traditional Si-jiru style of awamori
production to create this Okinawan favorite offering both body and aroma,
combined with unparalleled “sweetness (flavor)”.

