
生ビール Draft Beer

Japanese  Whisky

¥ 1,000

¥ 1,000

 おすすめ　 ：

recommend ：

Shōchu

グラス

ウーロン割り

ソーダ割り

¥ 880

¥ 850

¥ 850
Alc 25%

グラス

ウーロン割り

ソーダ割り

¥ 880

¥ 850

¥ 850
Alc 25%

ボトル Bottle ¥ 6,000

w/oolong

Glass

¥ 880
COSMO 　Blended Malt Whisky

A rich smoky flavor and ripe fruit scent
spread in a sweet fragrance reminiscent
of honey and caramel.

ハチミツやキャラメルを連想させるふくよかな
甘い香りの中に、ほのかなスモーキーフレー
バーと熟した果実の香りが広がり、口当たりは
丸く柔らか、優しい余韻が特徴です。

シングル

On the rocks  ／  Whisky & Soda

with sodaハイボール

Single

( Straight ／ On the rocks )

（ストレート ／ オン・ザ・ロック)

¥ 880

麦 / Barley Shōchu

本 格 焼 酎

越百
こ す も

w/soda

ウ イ ス キ ー

Tomi no hōzan

富乃宝山

瓶ビール Bottle Beer

・

・

アサヒ スーパードライ　（小瓶）

　334ｍｌ

　334ｍｌAsahi  “Super Dry”　（Small Bottle）

アサヒ ドライ ゼロ  334ml

ヱビスビール　（小瓶）

ノンアルコールビール

Yebisu Beer　（Small Bottle）・

Non-Alcohol Beer　Alc 0.00％

◇

極上の一番搾り麦汁のうまみと、華やかな香り。

KIRIN　ICHIBAN-SHIBORI  “Premium”

キリン　一番搾り “プレミアム”

　350ml
グラス
Glass

¥ 660

¥ 770

¥ 660

オン･ザ・ロック ／　ハイボール

フルーティーで滑らかな口当たり、
芋の上品な甘味をお楽しみください。

Amakusa

芋 / Potato Shōchu

Glass

with oolong

with soda

天草
麦の風味が生きている薫り高い
熊本県焼酎。

料金価格には消費税が含まれております。 10% consumption tax is included.



ボトル Bottle 4,800円

ボトル Bottle 4,800円

・

・

・ Orange　ｊｕｉｃｅ ¥ 550 ・ Oolong　ｔｅａ ¥ 550

・ Tomato Juice ¥ 550 ・ Perrier ¥ 550

・ Cola ¥ 550 ・ 紅茶 Tea ¥ 800
ダージリン / ウバ / アールグレイ

・ Cola - Zero ¥ 550 ・ トアルコトラジャコーヒー ¥ 800

・ Ginger　Ale ¥ 550

Red　Wine

松本平ブラッククイーン

Matsumotodaira Black queen

信州松本平産ブラッククイーンをフレンチオーク樽に
て熟成。濃紫色の深い色合い、凝縮された果実味、
適度な渋みが特徴のバランスの良い赤ワイン。

ライチのような香りとほのかな樽香、穏やかな味わ
いが和食と相性◎。信州産の善光寺竜眼種を使用
し、フレンチオーク樽にて熟成させました。

White　Wine

善光寺竜眼

Zenkōji Ryugan
Zenkoji Ryugan from Shinshu was fermented at low temperature and then aged in a French oak barrel. A
white wine characterized by a refreshing acidity and balanced flavor.

ワイン / Wine

ソフト ドリンク / Soft Drink

ジンジャーエール

オレンジジュース

トマトジュース

コーラ

コーラ・ゼロ

ウーロン茶

ペリエ

Toarco toraja coffee

ノンアルコール飲料 / Non Alcohol Beverages

ノンアルコール梅酒
Non Alcohol　Plum Wine

グラス

ソーダ割り

ソーダ割り

グラス

グラス

ソーダ割り

グラス

Please enjoy delicious yuzu wine with 0.00% alcohol. ソーダ割り

・

・

Glass ¥ 660 

with soda ¥ 850

Glass ¥ 660 

with soda ¥ 750

和歌山県の梅を日本酒で仕込んだ
ふくらみのある味わい。梅酒　　Plum Wine

果 実 酒 / Fruit　Wine

グラス

グラス

Glass ¥ 880

Glass ¥ 880

A black queen from Matsumotodaira, Nagano Prefecture was aged in a French oak barrel.
A well-balanced red wine with a deep purple hue, condensed fruit, and moderate astringency.

・

・

ノンアルコール柚子酒
Non Alcohol　Yuzu citron Wine

柚子酒　　Yuzu citron Wine

酔わない爽やかな柚子酒をお楽しみ頂けます。 Glass ¥ 660 

with soda ¥ 750

Glass ¥ 660 

with soda ¥ 850

柚子を日本酒に漬け込んだ爽やかな香りと
酸味の美容飲料。

酔わない美味しい梅酒をお楽しみ頂けます。

Wakayama Prefecture plums were prepared
with sake flavor with a bulge.

With a refreshing scent of yuzu in Japanese sake
A sour beauty beverage.

Please enjoy delicious plum wine with 0.00% alcohol.

料金価格には消費税が含まれております。 10% consumption tax is included.



Bottle

シャトー・メルシャン　城の平 山梨県
甲州市

¥ 16,500

Chateau Mercian 　Jyōnohira CS、ML

シャトー・メルシャン

北信カベルネ・ソーヴィニョン
長野県

北信地区
¥ 12,650

CS

シャトー・メルシャン　椀子メルロー 長野県
上田市

¥ 10,450

Chateau Mercian 　Mariko Merlot ML

サントリー　登美の丘　＜赤＞ 山梨県
甲斐市

¥ 9,350

Suntory　　Tomi no oka Reｄ ML、CS、CF

シャトー・メルシャン　長野メルロー 長野県
全域

¥ 8,250

Chateau Mercian 　Nagano Merlot ML

ココファームワイナリー　農民ロッソ
栃木県

山形県、茨城県
長野県、山梨県

¥ 7,150

Coco Farm & Winery 　Nōmin Rosso MBA BQ ML CS

高畠ワイン クラシック メルロー＆ カベルネ 山形県
高畠町

¥ 6,160

Takahata Winery ML、CS

Merlot＆Cabernet Sauvignon

アルプスワイン　松本平ブラッククイーン 長野県
松本平

¥ 4,620

Alps Wine 　Matsumotodaira Black queen BQ

シャトーメルシャン　山梨マスカットベーリーA 山梨県
全域

¥ 4,620

Chateau Mercian MBA

　Yamanashi Muscat Bailey A

Red　Wine

フルボディ
Full body

フルボディ
Full body

フルボディ
Full body

Chateau Mercian
Hokushin Cabernet Sauvignon

マスカット･ベーリーAやブラック･クィーンと、伝統的なボルドー品種メルロ
やカベルネ・ソーヴィニョンから構成。
ラズベリー、イチゴ、ダークチェリー、ミントの香りに加えアーシーな風味も
ある。オーク樽からくる上品な甘み、さわやかな酸と溶け込んだやさしい
タンニンが口中に広がり染み入るような余韻が心地いい。

ミディアムボディ
Medium body

ミディアムボディ
Medium body

口当たりはスムースで、赤系果実とチョコレートのニュアンスが感じられ
る。ほどよい酸味と、優しくシルキーなタンニンがバランスよく調和した、
エレガントな味わい。

It consists of Muscat Berry A and Black Queen, and traditional Bordeaux
varieties Merlot and Cabernet Sauvignon.In addition to the scent of raspberry,
strawberry, dark cherry and mint, it has an earthy flavor. The elegant sweetness
coming from oak barrels, and the lingering sensation of the soft tannins that have
melted into your mouth are soothing.

“まほろばの里”高畠町で育てたメルローとカベルネソーヴィニヨンから醸
したミディアムボディの赤ワイン。
ブラックベリー、プラム、バニラを思わせる奥行きある凝縮感をお楽しみ
いただけます。

The mouthfeel is smooth and you can feel the nuances of red fruits and
chocolate. An elegant taste with a good balance between moderate acidity and
gentle silky tannins.

カシスやブラックチェリーなどの黒い果実、スパイスやドライフルーツ、
ヴァニラなどの香りが感じられ、なめし皮や腐葉土などの香りが複雑さを
与えています。心地よい酸としっかりとしたタンニンがバランスよく調和し
たエレガントなワイン。

The scents of black fruits such as cassis and black cherry, spices, dried fruits,
and vanilla are felt, and the scents of tanned leather and mulch add complexity.
An elegant wine that balances a pleasant acid with a solid tannins.

ミディアムボディ
Medium body

　Japanese Red Wine 国産赤ワイン

フルボディ
Full body

フルボディ
Full body

フルボディ
Full body

熟したカシスやラズベリーといったベリー系の果実の香り、ヴァニラやチョ
コレートの樽由来の香り、スパイス、腐葉土やなめし皮などの香りが調和
しています。穏やかな酸味と共に豊かな果実味、柔らかなタンニンが余
韻として残ります。

The scent of ripe cassis and raspberry berries, the scent of vanilla and chocolate
barrels, spices, humus and tanned leather are in harmony.
A rich acidity along with a mild acidity, soft tannins remain as a finish.

カシス、ブラックチェリー等の黒い果実の香りが豊かに感じられ、スパイ
ス、チョコレート、コーヒー、ヴァニラなど樽育成に由来する香りが全体を
よく包み込みます。心地よい酸を感じた後、豊かな果実感と柔らかなタン
ニンが口中に広がります。

The aroma of black fruits such as cassis and black cherry is felt abundantly, and
the fragrance derived from barrel development such as spices, chocolate, coffee
and vanilla wraps the whole well. After feeling a pleasant acid, rich fruit feeling
and soft tannins spread in the mouth.

カシスやブラックベリーといった黒い果実、タバコ、チョコレート、コーヒー
などの樽育成に由来する香り、スパイシーな香りやなめし皮といった香り
がほどよく調和しています。心地よい酸をとらえた後、しなやかで甘いタ
ンニンの味わいが長い余韻として口中に広がります。

Black fruits such as cassis and blackberries, fragrances derived from barrels
such as tobacco, chocolate, and coffee, and spicy scents and tanned skins are in
harmony. After catching a pleasant acid, the taste of supple and sweet tannin
spreads in the mouth as a long reverberation.

In addition to red berries like strawberry and cranberry, sweet scent like cotton
candy and candy rises to the top. A wine that feels moderate acidity and mild
tannins, and a very pleasant balance between milky sweet taste.

Red wine from Merlot and Cabernet Sauvignon grown in Takahata-cho, Yamagata
Prefecture.You can enjoy a deep condensed feeling reminiscent of blackberries,
plums and vanilla.

A black queen from Matsumotodaira, Nagano Prefecture was aged in a French
oak barrel. A well-balanced red wine with a deep purple hue, condensed fruit, and
moderate astringency.

信州松本平産ブラッククイーンをフレンチオーク樽にて熟成させました。
濃紫色の深い色合い、凝縮された果実味、そして適度な渋みが特徴。
＊ブラッククイーンは、ゴールデンクイーン種とベリー種の交配により生ま
れた日本固有の黒葡萄品種です。

ストロベリー、クランベリーのような赤い果実に加え、綿菓子、キャンディ
のような甘い香りがトップに立ち上ります。適度な酸味と穏やかなタンニ
ンを感じ、ミルキーな甘い味わいとのバランスが非常に心地よいワイン。

料金価格には消費税が含まれております。 10% consumption tax is included.



Bottle

安心院ワイン　　スパークリング　シャルドネ
大分県
宇佐市 ¥ 10,450

Ajimu Sparkling Wine　Chardonnay Chardonnay

辛口 ／ Dry

高畠ワイナリー　 嘉　スパークリング シャルドネ
山形県
高畠町

柑橘系や白い花のような華やかな香り、豊かなうまみをともなう酸を感じ
られる、すっきりとした味わいの辛口スパークリングワインです。

Takahata Winery " YOSHI " Sparkling Chardonnay
It is a dry sparkling wine with a refreshing taste, with a gorgeous scent like citrus
and white flowers, and an acid with a rich flavor.

辛口 ／ Dry Minimum Bottle ≪200ml≫

¥ 5,170

¥ 1,540

Bottle

シャトー・メルシャン

    椀子ソーヴィニョンブラン
長野県
上田市

¥ 10,450

Chateau Mercian Mariko Sauvignon Blanc SB

辛口 ／ Dry

サントリー　登美の丘　シャルドネ 山梨県
甲斐市

パイナップルやパッションフルーツを想わせる、南国フルーツのフレッシュ
な香りとジューシーでふくらみがあり、爽やかな酸味が心地よく感じられる
辛口ワイン。

¥ 9,350

Suntory　　Tomi No Oka　Chardonnay Chardonnay

辛口 ／ Dry

シャトー・メルシャン    椀子シャルドネ 長野県
上田市

¥ 8,250

Chateau Mercian 　Mariko Chardonnay Chardonnay

辛口 ／ Dry

シャトー・メルシャン    長野シャルドネ
長野県

上田市、長野市、
須坂市等

¥ 7,150

Chateau Mercian 　Nagano Chardonnay Chardonnay

辛口 ／ Dry

シャトー・メルシャン    大森リースリング 秋田県
横手市

¥ 6,160

Chateau Mercian 　Ōmori Riesling Riesling

シャトー・メルシャン 甲州きいろ香 山梨県
甲府市

¥ 6,160

Chateau Mercian Kōshu Kiiroka Kōshu

辛口 ／ Dry

高畠ワイン クラシック上和田ピノ・ブラン 山形県
高畠町

¥ 5,170

Takahata Winery 　Kamiwada Pinot Blanc Pinot Blanc

辛口 ／ Dry

アルプスワイン　善光寺竜眼 長野県
松本平

ライチのような香りとほのかな樽香、穏やかな味わいが和食と相性◎
信州産の善光寺竜眼種を使用し、フレンチオーク樽にて熟成させました。 ¥ 4,620

Alps Wine　　Zenkōji Ryugan Ryugan

シャトーメルシャン　山梨甲州 山梨県
全域

¥ 4,620

Chateau Mercian 　Yamanashi Koshu Kōshu

辛口 ／ Dry

　Japanese White Wine　 　国産白ワイン

やや辛口
Semi dry

色合いは輝きのあるレモンイエロー。グレープフルーツやライムなどのさ
わやかな柑橘の香りのほか、ハーブやよく熟したパッションフルーツ、マン
ゴーのようなトロピカルフルーツの香りがあふれます。さわやかな酸味と
ともに心地よいミネラル感を捉え、口中に広がります。

Refreshing citrus scents such as grapefruit and lime, herbs and ripe passion fruits,
and tropical fruits like mango. A refreshing acidity and a pleasant mineral feeling
are captured and spread in the mouth.

A dry wine with a fresh scent of tropical fruits and a juicy swell, reminiscent of
pineapple and passion fruit.

色合いは輝きのあるイエロー。パイナップルや熟したモモなどのフルー
ツ、樽発酵由来の穏やかなヴァニラやアーモンドの香り、ほのかにハーブ
やドライフルーツのようなニュアンスも感じられます。程よい酸を感じた
後、豊かな果実味がワインに凝縮感を与えています。
Fruits such as pineapples and peaches, vanilla and almond fragrances derived
from barrel fermentation, and faint nuances such as herbs and dried fruits are also
felt. After feeling a moderate acid, the rich fruit gives the wine a condensed
feeling.

爽やかな酸味を捉えた後、ミネラル感と果実味が余韻として広がります。
長野県で収穫されたシャルドネを醸造した、品の良いなめらかな口当たり
と適度なミネラル感とコクを感じられる、味わいのバランスがとても良いワ
インです。

After catching a refreshing acidity, the mineral feeling and fruitiness spreads as a
reverberation. It is a wine with a good balance of taste that allows you to feel a
good smooth taste, moderate minerality and richness.

秋田県横手市大森町のしっかりとした酸を持つリースリングを収穫。
色合いは光沢のある淡いレモンイエロー。レモン、ライムなどの新鮮な柑
橘と、白い花やハーブのような香りのフルーティーな風味とキレのあるさ
わやかな酸味とのバランスが良いワインです。

Harvested Riesling in Omorimachi, Yokote City, Akita Prefecture.
It is a wine where you can enjoy fruity flavors such as lemon and lime, refreshing
acidity with sharpness, and white flowers and herbs.

やや辛口
Semi dry

青リンゴ、カボス、スダチなどさわやかな柑橘香を感じた後、シュール・
リー製法に由来する焼いたパンのニュアンスが広がる。フレッシュな酸味
とともに、甲州ブドウの果皮が持つ心地よい渋味と、はつらつとした酸味
が感じ取れるワイン。

A refreshing citrus incense such as green apple, kabosu and sudachi,
and the pleasant astringency of the peel of Koshu grapes.

　Japanese Sparkling　Wine スパークリングワイン

安心院で収穫されたシャルドネを100％利用したスパークリングワインで
国内でも珍しいビン内2次発酵にて製造。シャルドネ１００％、桃や洋ナシ
のような香りとアールグレイのような甘美なフローラルさを想像される香
り。

Sparkling wine using 100% Chardonnay harvested at Oita Ajimu. Enjoy the scent of
peaches and pears and the scent of sweet flowers like Earl Gray.

色合いは輝きのある麦わら色。ユズ、カボス、スダチといった和柑橘の香
りやグレープフルーツ、ライムを想起させるさわやかな柑橘の香りが豊か
に感じられます。さわやかな酸とミネラル感が口中に広がります。

You can feel the scent of Japanese citrus such as yuzu, kabosu and sudachi, and
the refreshing citrus scent of grapefruit and lime. A refreshing acid and mineral
feeling spreads in the mouth.

標高の高い高畠町・上和田地区のピノブランを使用しています。 キレの
ある酸味が特徴で、爽やかで清涼感あふれる辛口の白ワイン。洋梨、林
檎、柑橘類を思い起こさせる果実の調べをお楽しみください。

Uses Pinot Blanc from Takahata-cho and Kamiwada districts with high altitude A
dry white wine that is refreshing and refreshing, characterized by its sharp acidity.

Zenkoji Ryugan from Shinshu was fermented at low temperature and then aged in
a French oak barrel. A white wine characterized by a refreshing acidity and
balanced flavor.

料金価格には消費税が含まれております。 10% consumption tax is included.



青森県 八戸市

日本酒度／SMV 3.0
精米歩合 55～60%

Alc 15%

岩手県 二戸市

日本酒度／SMV 5.0
精米歩合 40%

Alc 15%

宮城県 塩竈市

日本酒度／SMV 2.0
精米歩合 65%

Alc 16%

宮泉銘醸
日本酒度／SMV 1.0

精米歩合 50%
Alc 16%

福島県 二本松市

大七酒造株式会社
日本酒度／SMV 2.0

精米歩合 65%
Alc 16%

新潟県 長岡市

日本酒度／SMV 2.0
精米歩合 50%

Alc 15%

Urakasumi
* Junmai *

猪口っと一杯
75ml

おすすめ　： 冷酒～ぬる燗

ボトル

720ml ¥ 7,500

150ml ¥ 1,300

猪口っと一杯
75ml ¥ 650

150ml ¥ 1,200
Mutsuhassen

* Junmai *

陸奥八仙 特別純米 八戸酒造株式会社

¥ 850

華やかな香りとしっとりと綺麗な酒質の中に、甘みと旨味もしっかり残っているバランスの整った淡麗な大吟醸です。
ワイングラスでもお楽しみいただけます。　ワイングラスでおいしい日本酒アワード 2018　最高金賞

浦霞 純米 ¥ 700

Nanbubijin
* Daiginjō *

浦霞醸造元 株式会社佐浦

150ml ¥ 1,600

おすすめ　：

芳醇さに加え、旨みと丸みを帯びた非常にバランスのとれた味わいで、冷やからぬる燗までお楽しみいただけます。
ワイングラスでもお楽しみいただけます。　ワイングラスでおいしい日本酒アワード 2019　最高金賞

南部美人 大吟醸

ボトル

720ml ¥ 5,500

冷酒～ぬる燗

米の旨みが存分に生きた、すっきりとバランスのよい味わい。
ワイングラスでもお楽しみいただけます。　ワイングラスでおいしい日本酒アワード 2017　金賞

寫楽 純米吟醸　純愛仕込

ボトル

720ml ¥ 6,000

Sharaku
150ml ¥ 1,500

猪口っと一杯
75ml ¥ 800

大  七　純米
猪口っと一杯

75ml ¥ 550

¥ 6,800

* Junmai Ginjō*

おすすめ　： 冷酒～ぬる燗 ボトル

720ml ¥ 8,000

「純愛仕込」とは「米を愛し、酒を愛し、人を愛す。みなさまに愛される酒を目指します。」との蔵元の情熱を示したもの。
落ち着いた立ち香に加え、口の中に入れる果実の様な含み香が特徴です。フレッシュ感とコクがあり、切れ味◎

猪口っと一杯
75ml

おすすめ　： 冷酒～ぬる燗

株式会社南部美人

日　本　酒

日本古来の伝統,生酛仕込みの存在感のある奥深いコクと洗練されたキレの良さ。
膨らみのある旨みと丸く存在感のある辛口。 大七を代表する銘酒。

福島県 会津若松市

おすすめ　： 冷酒～ぬる燗

おすすめ　： 冷酒～ぬる燗
ボトル
720ml

Daishichi
150ml ¥ 1,210

¥ 5,500

* Junmai *

ボトル

720ml

乳酸菌の力を最大限引き出す、伝統的な醸造方法の山廃仕込みならではのどっしりとした旨味を感じさせながらも、
爽やかでシャープな酸味、キレのある軽いのど越しが特長。

久保田 碧寿 純米大吟醸 猪口っと一杯
75ml

¥ 900
朝日酒造株式会社

Kubota Hekiju
150ml ¥ 1,700

* Junmai Daiginjō *

料金価格には消費税が含まれております。 10% consumption tax is included.



新潟県 長岡市

日本酒度／SMV 2.0
精米歩合 55%

Alc 15%

群馬県 川場村

日本酒度／SMV 2.0
精米歩合 55%

Alc 15%

千葉県 香取市

日本酒度／SMV 3.0
精米歩合 35%

Alc 17%

千葉県 神崎町

鍋店

日本酒度／SMV 2.0
精米歩合 65%

Alc 15%

千葉県 成田市

日本酒度／SMV 1.0
精米歩合 35%

Alc 13%

千葉県 成田市

日本酒度／SMV 6.0
精米歩合 55%

Alc 15%

日　本　酒

Yoshinogawa
150ml ¥ 900

* Ginjō *

吉乃川　吟醸 猪口っと一杯
75ml

¥ 500
吉乃川 株式会社

ボトル

720ml ¥ 4,300

さわやかな香りとツルツルとした透明感のある口当たり。米と水にこだわり、妥協を許さぬ杜氏達の技の傑作。
ワイングラスでもお楽しみいただけます。　ワイングラスでおいしい日本酒アワード 2014　金賞

150ml

水芭蕉 翠　純米大吟醸 猪口っと一杯
75ml

¥ 750
永井酒造株式会社 

* Daiginjō *

東薫酒造

Mizubashō Sui
150ml ¥ 1,400

* Junmai Daiginjō *

ボトル

720ml ¥ 6,500

おすすめ　： 冷酒

おすすめ　： 冷酒

おすすめ　： 冷酒～常温

おすすめ　： 冷酒～お燗

ボトル
720ml

水芭蕉の花が最も連想される味わい。柔らかで優しい白桃や洋梨のような香味は、飲む人の心を包みこんでいきます。
ワイングラスでもお楽しみいただけます。 　ワイングラスでおいしい日本酒アワード 2017　金賞

叶　大吟醸 猪口っと一杯
75ml

¥ 900

不　動　山廃純米 猪口っと一杯
75ml

¥ 550

ボトル
720ml

¥ 1,210

¥ 5,500

Kanō
150ml

ボトル

720ml

* Junmai *

酒袋しぼりでゆっくりと時間と手間をかけた及川杜氏の自信作。味・香り・すべてにバランスが取れた芸術的な酒。
 淡麗でまろやか。馥郁（ふくいく）とした香りが口中に広がり、飲む程に吟醸酒の風格が漂う。　ワイングラスでもお楽しみいただけます。

¥ 1,650

¥ 7,370

鍋店
Fudō

¥ 650

昔ながらの山廃酒母が醸す、独特の酸味との味わいが調和した純米酒。濃醇で丸みがあり、冷やはもちろんお燗が絶品です。

¥ 4,180

人気の吟醸純米。芳醇で美味。常温または燗酒がおすすめです。
燗で薫りを味わうのも良し、熱めの燗にして味わうと別の良さが出てきます。

長命泉 吟醸辛口 猪口っと一杯
75ml

おすすめ　： 冷酒～ぬる燗
ボトル

720ml

長命泉を代表する銘柄。
お食事に合わせやすい、香りが穏やかで辛口の吟醸酒です。

滝澤本店
Chōmeisen Ginjō karakuchi

150ml
* Ginjō Dry *

滝澤本店
Chōmeisen PB

150ml ¥ 1,320

¥ 5,500

* Ginjō Junmai *

おすすめ　： 冷酒～お燗

長命泉 吟醸純米PB 猪口っと一杯
75ml

料金価格には消費税が含まれております。 10% consumption tax is included.

¥ 990 



千葉県 神崎町

日本酒度／SMV 2.0
精米歩合 60%

Alc 13%

千葉県 神崎町

日本酒度／SMV 5.5
精米歩合 70%

Alc 15%

長野県 諏訪市

日本酒度／SMV 1.0
精米歩合 60%

Alc 15%

富山県 砺波市

日本酒度／SMV 3.0
精米歩合 49%

Alc 16%

和歌山県 和歌山市

日本酒度／SMV 5.0
精米歩合 65%

Alc 15%

山口県 岩国市

日本酒度／SMV 3.0
精米歩合 45%

Alc 16%

日　本　酒

ボトル

720ml ¥ 6,800

150ml ¥ 1,500
Gonin Musume Junmai Ginjō

* Junmai Ginjō *

寺田本家五人娘　純米吟醸 猪口っと一杯
75ml

¥ 800

おすすめ　： 冷酒～お燗

寺田本家

Dassai
150ml ¥ 1,400

* Junmai Daiginjō *

ボトル

720ml ¥ 4,800

落ち着いた風味の癒し系純米酒。
｛杜氏より｝お燗で美味しく飲める純米酒を目指しています。ハレの日の酒ではなく、普段の日にリラックスして飲める酒。

おすすめ　： 冷酒～常温

五人娘純米酒より精米歩合の高い、より上品な味わいの無濾過自然純米吟醸酒。生酛らしさが出た芳醇で旨みのある味吟醸です。
アルコールを抑え、やさしくやわらかな口当たりです。

五人娘 純米 猪口っと一杯
75ml

¥ 550

Gonin Musume
150ml ¥ 1,000

* Junmai *

おすすめ　： 冷酒～お燗
ボトル

720ml

燗酒を楽しむために造られた存在感のあるお酒。冷たい温度でも十分においしく飲めます。　全国燗酒コンテスト2016最高金賞
 常温、お燗にすると、よりうまみも増し、やさしい飲み心地です。 是非、お燗をお試しください。

獺祭　純米大吟醸45 猪口っと一杯
75ml

¥ 750
旭酒造株式会社

ボトル

720ml ¥ 6,500

この純米大吟醸45はシリーズの中で一番スタンダードなお酒ながら、高額大吟醸に負けない高い完成度を誇ります。派手なパフォーマンスは
ないものの、米のふくらみある甘い香り、リンゴの様な立ち香と柔らかい口当たりが特長です。　ワイングラスでもお楽しみいただけます。

おすすめ　： 冷酒～お燗

おすすめ　： 冷酒～お燗

寺田家での無濾過自然酒の先駆けとなった原点の無濾過自然純米酒です。
舌先のみならず体の細胞が喜ぶ濃醇なふくよかな香りをお楽しみください。

真澄　純米　奥伝寒造り
Masumi

* Junmai *

猪口っと一杯
75ml

¥ 600宮坂醸造株式会社

150ml ¥ 1,100

ボトル

720ml ¥ 5,000

Tateyama
150ml

* Junmai  Ginjō *

立山　純米吟醸 立山酒造株式会社
猪口っと一杯

75ml
¥ 800

Saika
150ml ¥ 1,210

¥ 5,500

おすすめ　： 冷酒

豊かな吟醸香、やや辛口のスッキリとした淡麗な味わいと、ほんのりとした優しい旨味が心地よく広がる純米吟醸酒。
酒本来の旨みを残しながら、立山らしい爽快なのど越しと抜群のキレを特長とし、より洗練された芳醇にして軽快な味わいです。

雑賀　山廃純米 猪口っと一杯
75ml

¥ 550株式会社九重雜賀

* Junmai *

ボトル
720ml

¥ 1,650

¥ 7,150

料金価格には消費税が含まれております。 10% consumption tax is included.
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