
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drink Menu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

食前酒 Aperitif 

 
 

ビール Beer 

 

 

果実酒 Fruit Liqueur ロック、ソーダ割り、水割りなど、お好みのスタイルでどうぞ 

グラス シャンパーニュ 1,600 
Today’s champagne by the glass  
  
果実のシャンパーニュカクテル 1,600 
Today’s champagne with fruit juice  
  
シャンパーニュ＆ラズベリーローズ 1,600 
Today’s champagne with raspberry rose  
  
ブルゴーニュ産 シードル ヴァル・ド・ランス・クリュ・ブルトン  辛口 Bottle  1,000 
Bourgogne CIDRE  250ml bottle  
  
梅のスパークリングカクテル   フランス産梅酒プルシア＋スパークリングワイン 1,080 
Plum liqueur with sparkling wine  
  
マンゴー キール   マンゴージュース＋白ワイン 1,080 
Mango kir  ( White wine with mango juice )  
  

ザ・プレミアムモルツ 生 400ml 860 
The premium malts  draft beer   
  

ザ・プレミアムモルツ 小瓶 334ml 780 
The premium malts  small bottle beer   
  

オールフリー 小瓶  ノンアルコールビール 330ml 650 
All free  small bottle non-alcohol beer   
  

ブランデー仕立ての梅酒   国産梅のみを１００％使用した、ブランデー仕上げのまろやかな味わいです。 860 
Japanese plum liqueur   
  

南フランス産の梅酒 プルシア   フランスの陽光が育んだ、甘く華やかな香りのプラムリキュール。 1,200 
Premium french plum  liqueur   
  

奈良県産 あらごし桃酒   甘く瑞々しい白桃を使用、果実の甘味と酸味が上品に残るあらごし酒です。 860 
Peach liqueur   
  

和歌山県産 柚子酒   国産天然柚子果汁（＊1800ｍｌで約18個分）を日本酒とブレンドしました。 860 
Yuzu liqueur   
  

山形県産 ラ･フランス酒   酒蔵『楯の川酒造』が手掛ける、ラ・フランスの甘味を活かした果実酒です。 860 
European pear liqueur   
  



  

 

ノンアルコール Soft drink 

 

お薦めソフトドリンク Recommended soft drink 

 

カクテル Cocktail 

 
メニュー価格は消費税込表示となっております。お会計の際、別途10％のサービス料を頂戴いたします。 

The prices include 8% of consumption tax. A table charge of 800 yen will be charged for a la carte menu. 
A 10% service charge will be also added on the total amount of the bill. 

烏龍茶  /  緑茶  / オレンジジュース 各 650 
Oolong tea /  Green tea /  Orange juice  
  

コーラ / ゼロコーラ / ジンジャーエール 各 650 
Coke  /  Diet coke   /  Ginger ale  

  

パンナ   ミネラルウォーター Bottle  800 
Panna  ( Still water )   
  

サンペレグリーノ   炭酸入りミネラルウォーター Bottle  800 
S.Pellegrino  ( Sparkling water )   
  

岩手 キャンベル葡萄ジュース   果実そのままの甘さと程よい酸味が楽しめます。 860 
Grape juice   
  

宮崎 マンゴージュース   濃厚なマンゴー果汁と蜂蜜をブレンド。深みのある甘味が特徴です。 860 
Organic mango juice   
  

有機エルダーフラワー with ソーダ 780 
Organic elderflower cordial with soda   
  

ラズベリーローズ with ソーダ 780 
Raspberry rose cordial with soda   
  

栃木県産ココファームワイナリー 葡萄酢   若摘み葡萄のお酢に、蜂蜜の風味が香ります。 780 
Grape vinegar, with Soda or Water   
  

シャンディ・ガフ  860 
Shandy gaff  ( Beer & ginger ale )     

ジン＆トニック  860 
Gin & tonic     

モスコ・ミュール  860 
Moscow mule  ( Vodka & ginger ale )     

ピーチ  with ソーダ or オレンジジュース or 烏龍茶  860 
Peach liqueur,  with Soda, Orange juice or Oolong tea     

カシス  with ソーダ or オレンジジュース or 烏龍茶  860 
Cassis liqueur,  with Soda, Orange juice or Oolong tea     



  

 

シャンパーニュ・ボトル Champagne Bottle 

 

他にもボトルをご用意しております。スタッフまでお尋ねください。 

We have more champagne list. Please ask your server. 
 

 

白ワイン・ボトル White Wine Bottle 

アンリオ ブリュット・スーヴェラン 12,600 
Henriot brut souverain    

ヴーヴ・デュソー ブリュット・キュベ・エテルニテ 9,800 
Veuve Doussot  brut cuvee l’eternite    

ジェラール・リショーム 10,800 
Gerard Richomme    

ブルーノ・パイヤール ブリュット・プルミエール・キュベ 16,200 
Bruno Paillard brut premiere cuvee    

ドン・ペリニヨン 39,800 
Dom Perignon    

ドン・ペリニヨン ロゼ  2004 78,000 
Dom Perignon rose    

日本 甲州 テロワールセレクション   勝沼醸造 甲州 6,700 
Yamanashi Koshu terroir selection   Katsunuma Jozo Koshu  

 ミネラル感が高く、果実味も豊か。刺身など和食との相性も抜群です。 
 

フランス ミュスカデ ｾｰｳﾞﾙ･ｴ･ﾒｰﾇ･ｼｭｰﾙ･ﾘｰ   ドメーヌ・ド・ラ・グルノディエール ミュスカデ 5,500 
Loire Muscadet sevre et maine sur lie   Dom. de la Grenaudiere Muscadet  

 シュール・リー製法により、ワインに複雑さとフルーティーさを持たせます。魚介類との相性は抜群です。 
 

フランス シャブリ   ドメーヌ・ヴォコレ・エ・フィス シャルドネ 6,900 
Bourgogne Chablis   Dom. Vocoret & fils Chardonnay  

 ミネラルの香り、キリッと引き締まったクリーンな味わいなど、シャブリ本来の特徴を見事に表しています。 
 

フランス サンセール   セバスチャン・リフォー ソーヴィニヨンブラン 9,200 
Loire Sancerre   Sebastien Riffault Sauvignon blanc  

 酸とミネラル感、果実味が調和したアロマチックな自然派辛口。野菜グリルやバターを使った料理とよく合います。 
 

フランス シャサーニュ モンラッシェ       - Ask - シャルドネ 14,600 
Bourgogne Chassagne Montrachet       - Ask - Chardonnay  

 コクのある、リッチなタイプの辛口。アーモンドや蜂蜜、バターなどが感じられます。 
 

フランス ムルソー   ジャノボス シャルドネ 16,000 
Bourgogne Meursault   Janotsbos Chardonnay  

 柑橘系のフレッシュさと、よく熟した葡萄の果実味。ムルソーの特徴がよく表現された、エレガントなワインです。 
 



  

 

白ワイン・ボトル White Wine Bottle 

 

 

 

 

他にもワインリストをご用意しております。スタッフまでお尋ねください。 

We have more wine list. Please ask your server. 
 

イタリア ロエロ  アルネイス   モンキエロ・カルボーネ アルネイス 7,900 
Piemonte Roero arneis   Monchiero Carbone Arneis  

 アルネイスの魅力は“爽やかさ”。フレッシュで心地よい香りと、熟した柑橘類を頬張ったような雰囲気が広がります。 
 

イタリア サンクト ヴァレンティン   サン・ミケーレ・アッピアーノ シャルドネ 11,900 
Alto Adige Sanct Valentin   San Michele Appiano Chardonnay  

 凝縮した果実の風味と、樽熟成に由来するバニラの香り。豊かで上品な味わいに仕上がっています。 
 

スペイン マウンテン ブランコ   テルモ・ロドリゲス モスカテル 7,400 
Malaga Mountain Blanco   Telmo Rodriguez Moscatel  

 穏やかでコクのある柑橘系の香りと味わいの中にも、マスカットのアクセントと、スパイシーさも感じられます。 
 

ギリシャ マンディニア   ツェレポス・エステート モスホフィレロ 7,000 
Arcadia Mantineia   Tselepos estate Moschofilero  

 とてもフレッシュで生き生きとした酸味のある、ギリシャワインです。 
 

オレゴン アクロバット  ピノグリ   キング・エステート ピノグリ 6,200 
Oregon Acrobat  pinot gris   King estate Pinot gris  

 レモンや青リンゴの若々しいアロマが印象的で、爽快な酸と余韻の長いミネラルに優しく包み込まれます。 
 

カリフォルニア ジラード   ジラード・ワイナリー ソーヴィニヨンブラン 7,800 
Napa Valley Girard   Girard Winery Sauvignon blanc  

 レモンやグレープフルーツの香りに、仄かなハーブ香も感じます。しっかりとした味わいを持った爽やかな一本。 
 

カリフォルニア クロ デュ ヴァル カーネロス  シャルドネ シャルドネ 11,800 
Napa Valley Cros du Val carneros  chardonnay Chardonnay  

 ナパの中でも特に冷涼なカーネロス地区で造られる、複雑かつ長い余韻が楽しめる逸品です。 
 

オーストラリア ルックアウト リッジ   トムソン・エステート シャルドネ 5,800 
South Australia Lookout Ridge   Thomson Estate Chardonnay  
 果実味がたっぷりで甘味が深いのは、南半球の強い日差しを浴びて育ったシャルドネならでは。 

 
オーストラリア アルクーミ  リースリング リースリング 6,800 

South Australia Alkoomi  riesling Riesling  
 グラスに注ぐと力強く甘いレモンと鮮烈なライムの香りが立ち上り、長く続くライムの風味が味わいを引き締めます。 

 
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄ  ゙ ストラタム  ソーヴィニョンブラン   シャーウッド・エステート ソーヴィニヨンブラン 6,000 

Marl borough Stratum  sauvignon blanc   Sherwood Estate Sauvignon blanc  
 NZ銘産地・マールボロで造られるソーヴィニヨンブランは、爽やかでありながらリッチな果実味が十分に楽しめます。 

 



  

 

赤ワイン・ボトル Red Wine Bottle 
 

フランス ブルゴーニュ  ピノノワール   ジョセフ・ドルーアン ピノノワール 6,800 
Bourgogne Bourgogne pinot noir   Joseph Drouhin Pinot Noir  

 フレッシュな酸味と果実味、やわらかなタンニンを併せ持った、ブルゴーニュの典型ともいえるピノノワールです。 
。  

フランス ジュヴレ シャンベルタン   ドメーヌ・ロベール・ジブール ピノノワール 13,800 
Bourgogne Gevrey Chambertin   Dom. Robert Gibourg Pinot Noir  

 濃く力強い色合いとしっかりとした造りは、酸とタンニンのバランスに秀でた心地良い味わいをたっぷりと楽しめます。 
 

フランス ヴォーヌ ロマネ   ミシェル・グロ ピノノワール 16,800 
Bourgogne Vosne Romanee   Michel Gros Pinot Noir  

 ｳﾞｫｰﾇﾛﾏﾈ村が誇る名家・グロの良質なワイン。芳しい香りに、酸がしっかりと感じられる、いきいきとした味わいです。 
 

フランス シャトー カンピヨ ｶﾍﾞﾙﾈ / ﾒﾙﾛｰ etc 7,500 
Medoc Ch. Campillot Blend  

 ｻﾝｼﾞｭﾘｱﾝ４級ｼｬﾄｰ・ﾌﾞﾗﾈｰﾙﾃﾞｭｸﾘｭのｵｰﾅｰ、ヴィドー氏が造るプライベートワインは、メルローもしっかりと香ります。 
 

フランス グレ   Ｃｈ．コス・デストゥルネル ｶﾍﾞﾙﾈ / ﾒﾙﾛｰ etc 12,600 
Medoc Goulee   Ch. Cos D ’Estournel Blend  

 豊満でジューシーな果実味が魅力的。ボルドー格付け第２級・Ch.ｺｽﾃﾞｽﾄｩﾙﾈﾙが手掛けるセカンドワインです。 
 

フランス シャトー プピーユ メルロー 9,800 
Cote de Castillon Ch. Poupille Merlot  
 Ch.ﾌﾟﾋﾟｰﾕのｵｰﾅｰ、フィリップ氏が造り出す『濃く、絹のように滑らかなワイン』と評される味わいを是非ご堪能下さい。 

 
フランス シャトー ヌフ デュ パプ   ドメーヌ ユッセリオ ｸﾞﾙﾅｯｼｭ / ﾑｰﾙｳﾞｪｰﾄﾞﾙ 12,800 

Cotes du Rhone Ch. Neuf du Pape    Raymond Usseglio Blend  
 充実感のある完熟ぶどうの香り。果実味たっぷりで飲み心地の良い、バランスいいワインは、かのパーカー氏をも唸らせました。 

 
イタリア キャンティ クラシコ   ブランカイア サンジョベーゼ 7,900 
Toscana Chianti classic   Brancaia Sangiovese  

 抜栓して直ぐは濃密で力強く、時間とともにエレガントさが表れ、とてもクリーンな果実味を感じます。 
 

イタリア ブルネロ ディ モンタルチーノ   ヴェルベーナ ブルネロ 13,800 
Toscana Brunello di montalcino   Verbena Brunello  

 繊細かつ優雅な香りと、研ぎ澄まされた果実味を備えた美麗な味わいは、イタリアワインの女王と讃えられます。 
 

イタリア バローロ   ジャコモ・フェノッキオ ネッビオーロ 10,800 
Piemonte Barolo   Giacomo Fenocchio Nebbiolo  

 深いガーネット色が特徴のバローロ。バラやスパイスの風味に富んだ、力強いタンニンを持つ長期熟成タイプです。 
 

イタリア バルバレスコ ガッリーナ   ラ・スピネッタ ネッビオーロ 28,000 
Piemonte Barbaresco  Gallina ’01   La Spinetta Nebbiolo  

 『良いワインは良い葡萄から』という信念のもと、深い愛着を持って造られたワインは、しなやかでエレガントな銘醸酒です。 
 

スペイン ボデガス プロトス ロブレ    ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ 6,400 
Ribera del Duero Bodegas protos roble    Tempuranillo  
 樹齢25年未満のテンプラニーリョを使用。フレッシュな果実味とともに、甘いスパイスやオーク香が香ります 

 
スペイン ペスケラ ティント リゼルヴァ   アレハンドロ・フェルナンデス ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ 11,800 

Ribera del Duero Pesquera tinto reserve   Alejandro Fernandez Tempuranillo  
 アメリカンオークの小樽で長期熟成。パワフルでありながら、上品なタンニンと果実味もたっぷりと感じられます。 

にくわ  



  

 

 
他にもワインリストをご用意しております。スタッフまでお尋ねください。 

We have more wine list. Please ask your server. 

カリフォルニア カレラ  ピノノワール ピノノワール 9,900 
Central coast Calera  pinot noir Pinot Noir  

 熟したプラムやベリーの香りが華やかな、カリフォルニア最上と謳われるピノノワールです。 
 

カリフォルニア エスタンシア  ピノノワール   エスタンシア・エステート ピノノワール 7,200 
Monterey Estancia  pinot noir   Estancia estate Pinot Noir  

 過剰なタンニンや苦みを最小限に抑えた製法は、やわらかく、魅力的なアロマや味わいをもたらします。 
 

カリフォルニア フェデラリスト バーボンバレル エイジド   テルラート・ワインズ ジンファンデル 8,600 
Mendocino coast Federalist bourbon barrel-aged  Terlato Wines Zinfandel  
 バーボン樽由来の薫香やバニラのアロマが感じられ、ジンファンデルらしいジューシーさとスパイスが口いっぱいに広がります。 

 
カリフォルニア ベッドロック オールドヴァイン  ジンファンデル ジンファンデル 10,800 

Sonoma Bedrock old vine  zinfandel Zinfandel  
 口当たりは柔らかく、味わいはふっくらとジューシー。果実のフレーバーに、スパイスのアクセントが効いています。 

 
カリフォルニア クロ デュ ヴァル  カベルネソーヴィニョン カベルネソーヴィニヨン 13,200 
Napa Valley Cros du Val  cabernet sauvignon Cabernet sauvignon  

 しっかりとした酸味と果実味が完璧に調和した、ナパヴァレーのカベルネらしい秀逸なフルボディです。 
 

カリフォルニア シレノス  メルロー メルロー 12,600 
Napa Valley Silenus  merlot Merlot  

 メルローには好ましい環境である寒暖差が、気品を備えた果実味を持つプレミアムなワインをつくりあげています。 
 

カリフォルニア オーパスワン カベルネ主体 64,000 
Napa Valley Opus one ‘05 Blend  

 かのﾛﾊﾞｰﾄﾊﾟｰｶｰ氏が絶賛し近年で一番高いポイントを与えた２００５年ヴィンテージ！人気は衰えることを知りません。 
 

チリ カバーリョロコ グランクリュ アパルタ   ヴィーニャ・バルディヴィエソ ｶﾍﾞﾙﾈ / ｶﾙﾒﾈｰﾙ 9,900 
Central valley Caballo Loco grand cru apalta   Vina Valdivieso Blend  
 フレンチオーク樽で１８ヶ月熟成。カシス、ダークチェリーなど黒系果実のアロマが甘いスパイス香と見事に調和します。 

 
チリ ケウラ  ピノノワール   ヴェンティスケーロ ピノノワール 7,000 

Casabranca valley Queulat  pinot noir   Ventisquero Pinot Noir  
 繊細なバラの香りやスパイスの風味。フレッシュで香り高く、バランスも良いチリのピノノワールです。 

 
オーストラリア ジェスター  カベルネソーヴィニョン   ミトロ カベルネソーヴィニヨン 8,500 
Mclaren bale Jester  cabernet sauvignon   Mitolo Cabernet sauvignon  

 深みのあるガーネットのような色調で、しっかりとした酸と柔らかなタンニンを感じる、口当たりの良い仕上がりです。 
 

オーストラリア アライアンス  シラーズ シラーズ 6,600 
Mclaren bale Alliance  shiraz Shiraz  

 アルコール度１５％の、しっかりとした重さと風味を味わえます。若いうちでも滑らかで飲みやすいワインです。 
 

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄ  ゙ アタ・ランギ クリムゾン  ピノノワール ピノノワール 9,800 
Martin borough Ata Rangi crimson  pinot noir Pinot Noir  
 ニュージーランドのロマネコンティとまで称された、旨味の凝縮感に溢れた深みのある美しい仕上がりをお楽しみ下さい。 

 
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄ  ゙ ストラタム  ピノノワール   シャーウッド・エステート ピノノワール 6,400 

Waipara Stratum  pinot noir   Sherwood Estate Pinot Noir  
 芳醇な果実味、クリーンな酸味、キメ細やかなタンニンと、非常にバランスの優れた味わいです。 

 



  

 

洋酒 Whisky 

 

＜ ボトル Set 御一人様￥430（グラス・氷・水・湯）、 追加ソーダ １本￥200 ＞ 
With a bottle, we prepare ice, glasses and a bottle of water for 430yen per person. 

An additional soda bottle for 200yen 
 

ハイボール Highball 

 
SHOT BOTTLE 

山崎 1,100 12,800 
Yamazaki   
  
白州 1,100 12,800 
Hakushu   
  
響 1,200 14,000 
Hibiki   
  
シーバスリーガル MIZUNARA 1,000 10,000 
Chivas regal  MIZUNARA   
  
ザ・マッカラン 10 年 1,200 14,000 
The Macallan 10y   
  
ラフロイグ 10 年 1,100 13,000 
Laphroaig 10y   
  
メーカーズマーク 900 

 Maker’s mark   
  
グレンファークラス 21 年   ＜ハイランド・シングルモルト＞ 2,400 

 Grenfarclas 21y   
  
ロイヤルロッホナガー   ＜ハイランド・シングルモルト＞ 3,600 

 Royal Lochnagar   
  

 
レアモルトシリーズ コニサーズチョイス  Connoisseurs Choice SHOT 

   

 

バンフ 1974   ＜ハイランド・シングルモルト＞ 2,500 
  Banfe 1974     

 

ティーニニック 1975   ＜ハイランド・シングルモルト＞ 2,100 
  Teninich 1975     

 

モストウィー 1975   ＜ハイランド・シングルモルト＞ 2,600 
  Mosstowie 1975     

 

グレンカダム 1974   ＜ハイランド・シングルモルト＞ 1,900 
  Grenkadamu 1974   

  

角 780 
Kaku  
  
山崎 / 白州 各 1,100 
Yamazaki / Hakushu   
  
Today’s プレミアムハイボール Ask  
Premium Highball   
  



  

 

日本酒 Japanese Sake 
 

 

 
日本酒度 １合 

純米大吟醸 醸し人 九平次 愛知 ±０ 1,350 
Jyunmai-Daiginjo Kamoshibito kuheiji Aichi   
 適度な吟醸香と旨味を感じる、ライスワインとも言えるような酒質。 

 
純米大吟醸 獺祭 ３割９分 山口 ＋４ 1,800 

Jyunmai-Daiginjo Dassai Yamaguchi   
 米を３割９分まで、磨きに磨いた逸品。 

 
純米吟醸 黒龍 福井 ＋３ 1,250 

Jyunmai-ginjo Kokuryu Fukui   
 米の旨味とフルーティーさが同居した、黒龍らしい純米吟醸酒。 

 
純米吟醸 赤武 岩手 ＋２ 1,300 

Jyunmai-ginjo Akabu Iwate   
 SAKE COMPETITION 2016で金賞を受賞した、岩手No.１の酒。 

 
純米吟醸 八海山 新潟 ＋５ 1,400 

Jyunmai-ginjo Hakkaisan Niigata   
 越後三山のひとつ、八海山の名に由来。その山からの伏流水を酒造りに活かした銘醸酒。 

 
吟醸 くどき上手 ばくれん 山形 ＋２０ 900 
Ginjo Kudokijyouzu bakuren Yamagata   

 キレの良い味わいの極辛口・吟醸酒。 
 

純米 船中八策 高知 ＋７ 1,100 
Jyunmai Senchu hassaku Kochi   

 旨味が口の中で広がり、さらりと切れる辛口純米。 
 

純米 宝剣 広島 ＋６ 950 
Jyunmai Houken Hiroshima   

 軽快な喉ごしとキレは、飲み飽きのしないバランスの良さ。 
  
 

本醸造 ＜燗酒＞ 峰乃白梅 新潟 ＋４ 850 
Honjyozo Hot Sake Mineno-hakubai Niigata   

 日本酒の名産地・新潟ならではの、コクとキレのバランス。 
 
   

日本酒 ４合瓶 720ml bottle 日本酒度 ４合瓶  １合  

純米 春秋 山形 ＋４ 3,800 1,000 
Jyunmai Shunju Yamagata   

 当店のプライベートラベル。コクのある辛口純米酒は、刺身との相性も抜群。 
 

純米 澤屋まつもと 京都 ＋２ 3,500 Only Bottle 
Jyunmai Sawaya matsumoto Kyoto   

 ５００万石を６５％磨いて醸した、食中に適した純米酒。 
 

特別純米 文佳人 高知 ＋４ 4,300 Only Bottle 
Tokubetsu-jyunmai Bunkajin Kochi    

 上品な香りとスッキリとした喉ごし。 
 

純米吟醸 作 三重 非公開 5,500 Only Bottle 

Jyunmai-ginjo Zaku Mie    
 果実のような香りで、キレが良く、後味も申し分ありません。 

 
大吟醸 飛露喜 福島 ＋２ 7,900 Only Bottle 

Daiginjo Hiroki Fukushima    
 *限定入荷品の為、品切れの際はご容赦下さい。 

 



  

 

焼酎 Shochu 

 

麦焼酎 Barley ｱﾙｺｰﾙ度数 産地 Glass Bottle 

  中々  なかなか ２５度 宮崎 760 4,200 
  Nakanaka  Miyazaki   
   『中々』独自の、爽やかでまろやかな風味は、どのスタイルにもマッチします。 

 
  舞香  まいか ２５度 大分 980 6,000 
  Maika  Oita   
   麦の香ばしさを持った、飲み応えのある昔ながらの焼酎に仕上がってます。 

 
  無一物  むいちぶつ ２５度 壱岐の島 800 4,800 
  Muichibutsu  Oita   
   シェリー樽で２年半、カメで２年半と、５年熟成のまろやかさ。 

 
  壱乃國  いちのくに ２５度 壱岐の島 760 4,200 
  Ichinokuni  Oita   
   麦の旨み溢れる、骨太な味わいは、麦焼酎発祥の地“壱岐の島”ならでは。 

 
  兼八  かねはち ２５度 大分 860  
  Kanehachi  Oita   
   既存の焼酎とは一線を画す、香ばしい麦の香りと深い味わい。 

 

芋焼酎 Sweet potato ｱﾙｺｰﾙ度数 産地 Glass Bottle 

  魔王  まおう ２５度 鹿児島 1,100 10,800 
  Maou  Kagoshima   
   言わずと知れたプレミア芋焼酎。フルーティーな香りと口当たりの良さをご堪能下さい。 

 
  不二才  ぶにせ ２５度 鹿児島 800 4,800 
  Bunise  Kagoshima   
   芋皮のタンニンが赤ワインを思わせます。ロックがおすすめ！ 

 
  青酎  あおちゅう ３５度 青ヶ島 980 7,800 
  Aochu  Aogashima   
   伊豆諸島・青ヶ島で造られる、５年以上寝かせた“島酒”。 

 
  富乃宝山  とみのほうざん ２５度 鹿児島 860 5,400 
  Tomino-houzan  Kagoshima   
   キレの良い口当たり、余韻は心地よい芋の香りと甘みが広がります。 

 
  吉兆宝山  きっちょうほうざん ２５度 鹿児島 860 5,400 
  Kitcho-houzan  Kagoshima   
   黒麹の人気Ｎｏ．１。しっかりとしたコクと香りが愉しめます。 

 
  農家の嫁  のうかのよめ ２５度 鹿児島 860 5,400 
  Noukanoyome  Kagoshima   
   炭火でじっくりと焼いた芋の香ばしさと、コクのある甘味。お湯割りやロックがおすすめ。 

 
  晴耕雨読  せいこううどく ２５度 鹿児島 800 4,800 
  Seikou-udoku  Kagoshima   
   芋焼酎ならではの香りと、しっかりとした後味。 

 
  黒丸  くろまる ２５度 鹿児島 760 4,200 
  Kuromaru  Kagoshima   
   黄金千貫使用の黒麹仕込み。 

 
  土竜  もぐら ２５度 鹿児島 760  
  Mogura  Kagoshima   
   素材の味が生きていて、キレも良い。 

 



  

 

焼酎 Shochu 

 
 

 
 

 

 

ロック、水割り、ソーダ割り、お湯割り、ウーロン割り etc、ご要望をお申しつけください 

 

Shochu can be served with water, hot water, soda, oolong tea or on the rocks. 
Please feel free to tell us your preferences. 

 

 

 

＜ ボトル Set 御一人様￥430（グラス・氷・水・湯）、 追加ソーダ １本￥200 ＞ 

 

With a bottle, we prepare ice, glasses and a bottle of water for 430yen per person. 
An additional soda bottle for 200yen 

 

 

米焼酎 Rice ｱﾙｺｰﾙ度数 産地 Glass Bottle 

  鳥飼  とりかい ２５度 熊本 980 6,000 
  Torikai  Kumamoto   
   フルーツを思わせる吟醸香と、やわらかな飲み口。 

 
  花  はな ２５度 熊本 760 4,200 
  Hana  Kumamoto   
   白麹を使用し、ひとひらの花びらのようなやさしい味わい。 

 

黒糖焼酎 Brown sugar ｱﾙｺｰﾙ度数 産地 Glass Bottle 

  ネリヤカナヤ ２５度 奄美大島 860 5,400 
  Neriya-kanaya  Amamioshima

a 
  

   奄美の方言で “海の彼方の楽園”を意味します。口当たりは優しく、透明感のある香味が広がります。 
 

  島有泉  しまゆうせん ２０度 鹿児島 760  
  Shima-yusen  Kagoshima   
   サンゴ礁から湧き出る地下水で仕込んだ、黒糖由来の香りを味わって下さい。 

 

泡盛 Awamori ｱﾙｺｰﾙ度数 産地 Glass Bottle 

  美ら島  ちゅらじま ２５度 沖縄 760 4,200 
  Churajima  Okinawa   
   華やかで軽快な香り、キレのあるすっきりとした味わい。 
。  
  於茂登  おもと ３０度 沖縄 760  
  Omoto  Okinawa   
   柔らかな喉ごしと甘い香りは、是非ストレートで味わって下さい。 

 
  珊瑚礁 ３年古酒  さんごしょう ４３度 沖縄 980  
  Sangosho  Okinawa   
   ヤンバルの自然水で仕込み、「カメ貯蔵」を経て、タンク貯蔵された古酒。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food Menu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ディナーコース 
  

旬コース ｜Seasonal Course｜ ¥ 6,800 

～旬の素材を集めたスタンダードコース～ 
 

【前 菜】  季節の前菜二種 

Appetizer  2 kinds of seasonal appetizer 
   

【造 里】  鮮魚のカルパッチョ 有機リーフとともに 

Sashimi  Today’s fish and organic leaf “Carpaccio” 
   

【御 椀】  いわし真丈と天豆すり流し 

Soup  Japanese soup, sardines fish ball and broad beans 
   

【逸 品】  魚介の一皿 本日の素材をシェフのインスピレーションで 

Seafood  Today’s fresh fish dish of the chef’s inspiration 
   

【炭 火】  イベリコ豚と有機野菜の炭火焼き 

Main dish  Charcoal grilled Iberian pork and vegetables 
   

【食 事】  筍の釜飯 香の物  味噌汁 

Rice  Bamboo shoot iron-pot rice, pickles and miso soup 
   

【甘 味】  本日のデザート 

Dessert  Today’s dessert 
   

  
  

春秋コース ｜Shunju Course｜ ¥ 8,500 

～和牛炭火焼きをメインとした一番人気のコース～ 
 

【前 菜】  季節の前菜二種 

Appetizer  2 kinds of seasonal appetizer 
   

【造 里】  お造り四種盛り合わせ 

Sashimi  4 kinds of assorted fresh sashimi 
   

【御 椀】  いわし真丈と天豆すり流し 

Soup  Japanese soup, sardines fish ball and broad beans 
   

【逸 品】  魚介の逸品 選りすぐりの素材をシェフのインスピレーションで 

Seafood  Today’s fresh fish dish of the chef’s inspiration 
   

【炭 火】  黒毛和牛と有機野菜の炭火焼き 

Main dish  Charcoal grilled Japanese beef and vegetables 
   

【食 事】  桜鯛の釜飯 香の物   味噌汁 

Rice  Sea bream iron-pot rice, pickles and miso soup 
   

【甘 味】  デザートプレート 

Dessert  Today’s assorted dessert 
   

 
 コースメニューは一例です。入荷により素材、調理法が変更になる場合もございます。 

 料金には消費税が含まれております。 

 コース料理オーダーの場合は、チャージは頂戴しておりません。 



  

 

Dinner Course 
  

厳選素材コース ｜Special Course｜ ¥ 11,800 

～シェフが素材選びから拘った特別コース～ 
 

【前 菜】  シェフ厳選  季節の前菜三種 

Appetizer  3 kinds of seasonal appetizer, selected by our chef 
   

【造 里】  お造り五種盛り合わせ 

Sashimi  5 kinds of assorted fresh sashimi 
   

【御 椀】  うずら真丈と比内地鶏昆布〆 

Soup  Japanese soup, quail meat ball and HINAI chicken 
   

【逸 品】  鮑フリットと冷製そば 

Seafood  Cold green tea noodles with abalone frit 
   

【炭 火】  A5 山形牛の炭火焼き 農園野菜を添えて 

Main dish  Charcoal grilled A5 YAMAGATA beef and vegetables 
   

【食 事】  地蛤の釜飯 香の物   味噌汁 

Rice  Clams iron-pot rice, pickles and miso soup 
   

【甘 味】  スペシャルデザート 

Dessert  Today’s special dessert 
   

  
  

野菜コース｜Vege. Course｜ ¥ 6,800 / ¥ 8,500 
＜肉・魚介・出汁は使用せず、乳製品・玉子を用いた￥6,800 コースの一例＞ 

No meat and fish, but we use dairy products and eggs 
 

【前 菜】  燻製野菜 

Appetizer  Smoked vegetables 
   

【造り変り】  生湯葉 

Arranged Sashimi  Fresh soymilk skin sashimi 
   

【野 菜】  野菜の揚げニョッキ 

Fried  Deep fried vegetable gnocchi 
   

【逸 品】  山菜の天麩羅 

Special  Wild vegetables tempura 
   

【炭 火】  農園野菜の炭火焼き 

Main dish  Charcoal grilled vegetables 
   

【食 事】  ベジロール  味噌汁 

Rice  Vegetable rolled sushi, miso soup 
   

【甘 味】  デザート 

Dessert  Today’s dessert 
    

 The above course menu is an example and the ingredients and cooking method might be 
changed depending on dayly stock of ingredients . 

 The prices include 8% of consumption tax. 
 We do not charge the table charge for the course menu.  



  

 

畑から届く、春秋の野菜料理 
Vegetable Dishes 

     

農園葉野菜サラダ  自家製桜鯛生ハムのシーザーサラダ 
Green Salad  Caesar Salad 

organic greens, white balsamic vinegar 

有機リーフ、白バルサミコ 
 

¥ 980 

 with salted sea bream  

桜鯛生ハムと葉野菜にたっぷりのパルミジャーノチーズを振りかけて 
 
¥ 1,800           

初鰹と春野菜の燻製ﾎﾟﾃﾄﾃﾞｨｯﾌﾟｻﾗﾀﾞ  旬貝と柑橘のサラダ 
Broiled Bonito Salad  Shellfish and Fresh Wild Vegetables  
with smoked mashed potatoes  

藁で叩いた鰹と春野菜を燻製の香りをつけたポテトサラダと共に 
 

¥ 1,700 

 with citrus dressing  

旬貝・山菜・柑橘を､かぼす果汁を効かせたﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞでさっぱりと 
 
¥ 1,700           

燻製旬野菜  天豆豆乳茶碗蒸し 
Smoked Vegetables  Steamed Egg Custard 

with salt and anchovy mayonnaise 

アンチョビマヨネーズと天然塩で 
 

¥ 1,280 

 with broad beans, soymilk and calm sauce  

天豆･豆乳･浅蜊出汁･卵白を合せ蒸し上げ､浅蜊餡をかけました 
 
¥ 890           

 

自家製豆腐 
Original Tofu made with 100% Ehime soy beans 

     

温豆腐  造りたて厚揚げ豆腐 
Freshly Curdled Warm Tofu  Deep Fried Tofu 

rich and creamy freshly made tofu 

造りたてそのままの味わい、薬味(葱・生姜・塩)はお好みで 
 

¥ 1,300 

 we make them one by one carefully after we take the order 

オーダー後、一人前ずつ丁寧に仕上げます 
 
¥ 980      

生湯葉  升豆腐 (１名様用) 
Fresh Soymilk Skin  Plain Tofu 

with wasabi and KANEIWA soy sauce from Wakayama 

山葵と和歌山のカネイワ醤油でどうぞ 
 

¥ 1,290 

 put in a wooden container to cool it 

升の器に入った、自家製冷製豆腐 
 
¥ 480          

 料金は税込み表示となっております。 

 ディナータイムは、別途１０％のサービス料を頂戴しております。 

 アラカルトの御客様には先附￥800 をご提供しております。（コース御注文の際は頂戴しておりません） 

 



  

 

春秋の逸品 
Shunju Style 

  

蛍烏賊とｽﾃｨｯｸｾﾆｮｰﾙのエスニックソテー  地蛤と山菜の石釜おこげ 

Sautéed Firefly Squid   Stone Pot Scorched Rice  
with ethnic sauce 

甘辛くソテーした蛍烏賊をふわふわの玉子で閉じ込めます 
 

¥ 1,680 

 with clams and wild vegetables  

自家製おこげに、蛤と山菜入りの餡をかけて仕上げます 
 
¥ 1,700     

仔羊の自家製ベーコン 新玉葱すり流しソース  桜鯛と新じゃがの塩釜焼き 
Homemade Lamb Bacon   Baked Seabream and Potatoes 

with onion sauce 

ベーコンの塩味と新玉葱の甘みが織りなす逸品です 
 

¥ 1,800 

 inside a salt crust 

桜鯛と新じゃがを塩釜でじっくりと火を通し､ふっくらと焼き上げました 
 
¥ 2,200     

野菜の揚げニョッキ  桜ますのカダイフ揚げ 
Deep Fried Vegetable Gnocchi  Deep Fried Salmon 

please ask today’s sauce 

ソースはスタッフまでお尋ねください 
 

¥ 1,400 

 with crispy ‘KANAFEH’ flour 

昆布〆した桜鱒をカダイフで包み揚げ､山葵ソースを合せました 
 
¥ 1,680    

飯蛸の道明寺蒸し  鮑フリットと冷製そば 
Steamed Fish Cake  Cold Green Tea Noodles 

with octopus  

蕗･天豆を練り込んだ道明寺蒸しと柔らかく炊いた飯蛸に湯葉餡をかけて 
 

¥ 1,700 

 with abalone frit  

鮑の肝で和えた茶そばに､山菜の香りと鮑フリットを添えて 
 
¥ 2,600     

 

春秋の定番 
Regular Dish 

  

本日の春秋コロッケ  南部鶏の地たまご焼き 
Today’s Croquette  Southern Chicken Egg Omelet 

please ask staff 

スタッフまでお尋ねください 
 
3 pcs ¥ 990 

 Japanese style omelet 

和風オムレツスタイル 
 
¥ 930    

伊達鶏の唐揚げ  じゃこ葱豆腐 
Deep fried Chicken  Tofu with Fried Young Sardines 

with homemade miso dip 

特製味噌ディップを添えて 
 

1/4 Whole ¥ 1,680 / Additional 1pc. ¥ 420 

 with chopped spring onion 

熱々のじゃこ葱をかけて仕上げます 
 
¥ 980    

 A table charge of 800 yen charged for a la carte menu. 
 Prices include 8% of consumption tax. 
 10% service charge will be also added on the total amount of the bill 

for the dinner time. 
 



  

 

炭火焼き 
Charcoal Grilled 

   

山形牛 サーロイン 120ｇ  黒毛和牛 120ｇ 
Prime YAMAGATA Beef Sirloin  Japanese Black Beef, the best beef of our choice 

A5 ランクの霜降り肉 
 

¥ 4,200 

 春秋セレクト 
 
¥ 3,360      

比内地鶏 120ｇ  知覧鶏の黒焼き 150ｇ 
HINAI Chicken from Akita  CHIRAN Chicken from Kagoshima 

余分な脂肪がなく、適度な歯応えと風味をもつ地鶏です 
 

¥ 1,780 

 しっかりとした肉質で味わい深い鶏肉を、炭火で直火焼きに 
 
¥ 1,200      

イベリコ豚 ベジョータ 120ｇ  霧島豚 120ｇ 
Iberian Pork BELLOTA from Spain  KIRISHIMA Pork from Miyazaki 

ベジョータとは、ドングリを多く摂取した、良質なイベリコ豚の称号 
 

¥ 2,940 

 肉質はきめ細かく柔らか、適度な脂肪もジューシーで旨味が深い 
 
¥ 1,520      

合鴨と鶏のつくね ２本付け  本日入荷野菜の炭火焼き 盛り合わせ 
Duck and Chicken mixed Meatballs  Today’s Charcoal Grilled Vegetables 

with poached egg & teriyaki flavor sauce 

温泉玉子と詰めダレを添えて 
 

¥ 1,050 

 KAWADA farm organic vegetables 

川田農園のオーガニック野菜を中心に 
 
¥ 1,300           

For Wine and Sake Lovers 
ワインや日本酒に合わせてお愉しみ頂く粋な一皿    

チーズと生ハムの盛合せ  日本酒の肴に 珍味の盛り合わせ 
Cheese and Prosciutto  Japanese Delicacies, recommended with Japanese sake 

フェルミエから届けられるチーズ数種と、パルマ産プロシュート 
 

¥ 2,580 

 日本酒や焼酎の肴に 
 
¥ 1,680    

チーズの味噌漬け  豆腐の味噌漬け 
Cream Cheese marinated in miso  Tofu marinated in miso 

 
¥ 840 

 
 
¥ 950    

たたみいわし  自家製からすみ 
Dried Sardine Chips  Mullet Roe 

 
¥ 1,050  

 
¥ 1,580    

へしこ炙り  チャンジャー 
Salted Mackerel, marinated in rice bran  Korean Spicy Salted Cod Stomach 

 
¥ 950  

 
¥ 950    



  

 

釜ご飯 １合炊き 
Pot Rice 150ｇ of steamed rice 

Shunju specialty. We cook the pot rice one by one after we take your order. (It takes 30minutes to cook)    

地蛤の釜飯  白魚と新生姜の掻き揚げ釜飯 
Clams   White Bait and Mixed Vegetables Tempura  

地蛤の出汁で炊き上げます 
 

¥ 1,800 

 煎茶が香る釜飯とサクサクの掻き揚げ、出汁をかけて茶漬け風にも 
 
¥ 1,600      

真鯛の釜飯  蛍烏賊とホヤの釜飯 
Broiled Sea Bream   Firefly Squid and Sea Pineapple  

炭火で焼いた天然真鯛を酢橘で 
 

¥ 1,600 

 蛍烏賊のコクと海鞘の旨みを閉じ込めました 
 
¥ 1,680      

炊き立て銀シャリ釜飯 ¥ 880  カルボナーラ釜飯 
Plane Rice (with topping)  Bacon, Cheese and Egg 

 
鮭ハラス幽庵焼き  Broiled smoked-salmon   + ¥ 450 

 生からすみ       Fresh mullet roe     + ¥ 850 

 炙り明太子       Spicy cod roe     + ¥ 650 

 出汁・玉子・パンチェッタ・チーズを合せた、 

女性に大人気の洋風釜飯です 
 
¥ 1,680    

 釜ご飯は、オーダー毎に炊き上げる為、お時間を頂戴致します。 

 当店の米料理は、国産米を使用しております。           

食事 
Rice & Noodles 

   

大葉味噌の焼きおにぎり  お茶漬け 
Broiled Rice Balls  Rice in Broth with Choices 

with miso and perilla  

香ばしく焼きあげます 
 

2 pcs ¥ 840 

 choice of Plum, Seaweed or Salmon 

梅、あおさ、鮭 よりお選び下さい 
 
各 ¥ 840      

稲庭うどん 秋田県・佐藤養助本店より  梅じゃこむすび １人前２ヶ 
Cold Udon Noodles, from Akita  Rice Balls with Plum and Young Sardines 

 
¥ 960  

 
2 pcs ¥ 740      

味噌汁  漬物 
Miso Soup  Japanese Pickles 
 

¥ 300  
 
¥ 630          

≪デザート・コーヒーは、別途メニューをご用意しております。スタッフまでお申し付け下さいませ。≫ 
We have menu for the dessert, coffee and all other after-dinner drinks. Please ask your server. 

 


