JapaneseWhisky ジャパニーズウイスキー

Beer ビール

響 Blended 30ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000 円

一番搾りプレミアム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800 円

白州 Single 30ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000 円

ドラフトギネス

800 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

余市 Single 30ml・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700 円
イチローズモルト Blended 30ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700 円
富士山麓 Blended 30ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700 円

Cocktails カクテル
Vodka Tonic

800 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ウォッカトニック

ScotchWhisky スコッチウイスキー
Johnnie Walker Blended 18 年 30ml ・・・・・・・・・・・・1,000 円
ジョニーウォーカー

TheSingleton Single 18 年 30ml ・・・・・・・・・・・・・・・・1,000 円

シングルトン

Glenﬁddich Single 18 年 30ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000 円

グレンフィディック

Moscow Mule

800 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

モスコミュール

Screwdriver ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800 円

スクリュードライバー

Gin tonic ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800 円
ジントニック

Gin Buck ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800 円
ジンバック

BourbonWhisky バーボンウイスキー
Four Roses プラチナ 30ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000 円

フォアローゼス

Cassis Soda・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800 円

カシスソーダ

Cassis Orange ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800 円
カシスオレンジ

Henry Mckenna 30ml・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700 円

ヘンリーマッケンナ

Maker's Mark 30ml・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700 円

Cassis Oolong・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800 円

カシスウーロン

メイカーズマーク

GlassChampagne グラスシャンパン

Cream liqueurs クリームリキュール
Baileys オリジナルアイリッシュクリーム 60ml ・・・・・・・・700 円

ベイリーズ

Gruet Brut Selection

Japanese Sake 日本酒

Glass Wine グラスワイン

北雪酒造 北雪 大吟 YK35 150ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000 円
久須美酒造 亀の翁 純米大吟醸 150ml・・・・・・・・・・・・・・2,000 円
越名醸 壱醸 21 純米大吟醸無濾過生原酒 150ml ・・・・・2,000 円

1,500 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

グルエ ブリュット セレクション

Albert Bichot Bourgogne Vieilles Vignes de Chardonnay・・・1,000 円

アルベール ビショー ブルゴーニュ シャルドネ ヴィエイユ ヴィーニュ 白

Albert Bichot Bourgogne Vieilles Vignes de Pinot Noir ・・・1,000 円

アルベール ビショー ブルゴーニュ ピノ ノアール ヴィエイユ ヴィーニュ 赤

八海醸造 浩和蔵仕込 純米大吟醸 150ml・・・・・・・・・・・・2,000 円
朝日酒造 雪峰 150ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,600 円

Others その他

朝日酒造 久保田 純米大吟醸 150ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・900 円
青木酒造 鶴齢 無濾過山田錦 150ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・850 円
青木酒造 鶴齢 純米吟醸 150ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850 円

ウーロンハイ

700 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

緑茶ハイ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700 円

八海醸造 八海山 純米吟醸 150ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・900 円

Beverages ソフトドリンク

八海醸造 魚沼で候 純米酒 150ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850 円
新潟第一酒造 鬼山間 赤 無濾過生原酒 150ml ・・・・・・・・・850 円

ジンジャーエール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

600 円

村祐酒造 村祐 純米大吟醸 150ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・900 円

オレンジジュース

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

600 円

烏龍茶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600 円

Plum Wine 梅 酒
青木酒造 鶴齢の梅酒 純米吟醸 60ml・・・・・・・・・・・・・・・・・800 円

Non-alcoholic Beer & Wine ノンアルコール

八海醸造 八海山の原酒で仕込んだ梅酒 60ml ・・・・・・・・・・・800 円
零 ICHI

600 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Sparkling Japanese Sake 日本酒スパークリング

フリースパークリング 白 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200 円

八海醸造 八海山 泡 瓶内二次発酵酒 720ml ・・・・・・・・7,200 円

フリースパークリング 赤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200 円

