
価格は全て消費税10％、サービス料10％込みです。
The price include 10% tax and 10% service charge.

Perrier ペリエ ￥750(330ml)

Grape Juice red

Grape Juice white

グレープジュース 赤

グレープジュース 白

Apple Juice

Orange Juice

アップルジュース

オレンジジュース

Cola

Ginger Ale

コカ・コーラ

ジンジャーエール

Olong Teaウーロン茶

￥870

￥870

￥770

￥620

￥620

￥620

￥620

Draft Beer Sapporo Classic
生ビール サッポロ クラシック

Susukino Local beer
ススキノ地ビール

SapporoBottled Beer 
瓶ビール サッポロ 黒ラベル

￥720(280ml)

Kirin
キリン一番搾り ￥770(334ml)

￥970(330ml)

￥770(334ml)

Sangriaサングリア

Tio Pepeティオペペ

Sandeman White Portoサンデマン ホワイトポート ￥720

￥720

￥720

￥1,500Glass wine Redグラスワイン 赤

Glass wine whiteグラスワイン 白

Glass Sparkringグラス スパークリング

￥1,500

￥1,650

Aperitif
食前酒

GLASS WINE
グラスワイン

beer
ビール

SOFT DRINK
ソフトドリンク

MINERAL WARTER
ミネラルウォーター
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価格は全て消費税10％、サービス料10％込みです。
The price include 10% tax and 10% service charge.

￥5,400750mlRosé Fines Bulles

（エスタンドン)
ロゼ・フィーヌ・ビュール【プロヴァンス / サンソー・グルナッシュ・シラー】

￥6,800750mlWabi-Sabi Spumy GV

（フランツ・ホフシュテター)
ワビ・サビ　スプーミーGV【オーストリア / グルナッシュ・ヴェルトソーナー】

￥16,800750mlChâmpagnu Baronds De Rothchild

（ロスチャイルド)
シャンパーニュ・バロン・ド・ロスチャイルド【シャンパーニュ / シャルドネ・ピノノワール・ピノムニエ】

￥27,000750mlBrut Vintage Rosé 2013

（ルイ・ロデレール)
ブリュット・ヴィンテージ・ロゼ【シャンパーニュ / ピノノワール・シャルドネ】

￥37,800750mlPalmes d’or Brut 2006

（ニコラ・フィアット)
パルム・ドール・ブリュット【シャンパーニュ / ピノノワール・シャルドネ】

￥6,800750mlVintners Reserve Chardoneay 2016

（ケンダル ジャクソン)
ヴィントナーズ・リザーブ・シャルドネ【カリフォルニア / シャルドネ】

￥7,800750mlEstates Selection The Lodge Chardonay 2017

（シレーン・エステート)
エステート・セレクション・ザ・ロッジ・シャルドネ【ニュージーランド / シャルドネ】

￥8,100750mlChâteau Crabitey Blanc 2014

（シャトー・クラビティ)
シャトー・クラビティ・ブラン【グラーブ / ソーヴィニヨンブラン・セミヨン】

￥7,000750mlCremant De Bourgogne Blanc Brut

（ヴィトーアルベルティ)
クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブラン・ブリュット【ブルゴーニュ / ピノノワール・シャルドネ・アリゴテ】

Champagne 

シャンパン

SPARKRING WINE

スパークリングワイン

WHITE WINE
白ワイン
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価格は全て消費税10％、サービス料10％込みです。
The price include 10% tax and 10% service charge.

￥8,400750mlTrimback Riesling

（トリンバック)
トリンバック・リースリング【アルザス / リースリング】

￥10,200750mlPouilly Fumé 2016

（パスカル・ジョリヴェ)
プイィ・フュメ【ロワール / ソーヴィニヨンブラン】

￥16,500750mlPinot Gris Reserve Personnelle 2015

（トリンバック)
ピノ・グリ・レゼルブ・ペルソネル【アルザス / ピノグリ】

￥14,500750mlChâteau Talbot Caillu Blanc 2014

（シャトータルボ)
シャトー・タルボ・カイユ・ブラン【サンジュリアン / ソーヴィニヨンブラン・セミヨン】

￥19,000750mlCa Marcanda Vistamare 2017

（ガヤ)
カ・マルカンダ・ヴィスタマーレ【トスカーナ / ヴェルメンティー・ヴィオニエ・フィアーノ】

￥25,000750mlMeursault 1er Cru Charmes 2017

（オリヴィエ・ルフレーヴ)
ムルソー・プルミエ・クリュ・シャルム【ムルソー / シャルドネ】

￥29,000750mlChassagne Montrachet 1er Cru Les Chaumees 2014

(ヴァンサン・ジラルダン)
シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・ショーメ【シャサーニュモンラッシュ / シャルドネ】

￥29,700750mlChablis Grand Cru Blanchot 2016

(ジャンポール・エ・ブノワ・ドロワン)
シャブリ・グラン・クリュ・ブランショ【シャブリ / シャルドネ】

￥8,500750mlSolstice

(エスタンドン)
ソルスティス【プロヴァンス / グルナッシュ・ソンソー・ロール】

￥9,600750mlTavel Rose

(M・シャプティェ)
タヴェル・ロゼ【コート・デュローヌ / グルナッシュ】

ROSE WINE
ロゼワイン
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価格は全て消費税10％、サービス料10％込みです。
The price include 10% tax and 10% service charge.

￥7,800750mlChâteau Mont Perat Rouge 2014

（シャトーモンペラ)
シャトー・モンペラ・ルージュ【コート・ド・ボルドー / メルロー・カベルネブラン・カベルネソーヴィニヨン】

￥9,000750mlChâteau De Mus 2018

（ドメーヌ・ジュリアン＆フィス)
シャトー・ド・ミュス【ラングドック / シラー・グルナッシュ・ムールヴェルド】

￥9,500750mlLe Difese 2015

（サッシカイヤ)
レ・ディフェゼ【トスカーナ / カベルネソーヴィニヨン・サンジョベーゼ】

￥10,500750mlChâteau Citran 2014

（シャトーシトラン)
シャトーシトラン【メドック / カベルネソーヴィニヨン・メルロー】

￥11,200750mlSavigny Les Beaune Les Gollardes 2014

（シャトーシトラン)
サヴィニ・レ・ボーヌ・レ・ゴラルド【サヴィニ・レ・ボーヌ / ピノノワール】

￥11,800750mlMontes Alpha Special Cuvée 2018

（モンテス)
モンテス・アルファ・スペシャル・キュヴェ【チリ / ピノノワール】

￥12,000750mlChâteau Gigault Cuvée Viva 2012

（モンテス)
シャトー・ジゴー・キュヴェ・ヴィヴァ
                  【コート・ド・ボルドー / メルロー・カベルネフラン・カベルネソーヴィニヨン】

￥14,000750mlChâteau La Tour L’aspic 2014

（シャトー・オ・バタイエ)
シャトー・ラ・トゥール・ラスピック【ポイヤック / カベルネソーヴィニヨン・メルロー・カベルネフラン】

￥18,200750mlGevrey Chambertin Vieilles Vignes 2014

（ドメーヌ・ロシニョール・トラぺ)
ジュヴレ・シャンベルタン・ヴィエイユ・ヴィーニュ【ジュヴレ・シャンベルタン / ピノノワール】

￥19,800750mlAloxe Corton 2016

（ドメーヌ・トロ・ボー・エ・フィス)
アローズ・コルトン【アロース・コルトン / ピノノワール】

￥21,000750mlChambolle Musigny 2012

（ジャン・クロード・ポワセ)
シャンボール・ミュジニー【シャンボール・ミュジニー / ピノノワール】

￥23,500750mlChâteau Giscours 2014

（シャトー・ジスクール)
シャトー・ジスクール【マルゴー / カベルネソーヴィニヨン・メルロー】

RED WINE
赤ワイン
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価格は全て消費税10％、サービス料10％込みです。
The price include 10% tax and 10% service charge.

￥26,800750mlCôte Rotie Ampodium 2011

（ルネ・ロスタン)
コート・ロティ・アンポジウム【北ローヌ / シラー】

￥27,000750mlMontes Alpha M 2013

（モンテス)
モンテス・アルファ・エム
                  【チリ / カベルネソーヴィニヨン・カベルネフラン・メルロー・プティヴェルド】

￥25,500750mlChâteauneuf Du Pape Omnia 2012

（ルシアン・ル・モワンヌ)
シャトーヌフ・デュ・パプ・オムニア【南ローヌ / グルナッシュ・シラー・ムールヴェルド】

￥28,500750mlChâteau Brane Cantenac 2015

（シャトー・ブラーヌ・カントナック)
シャトー・ブラーヌ・カントナック【マルゴ / カベルネソーヴィニヨン・メルロー・カベルネフラン】

￥33,000750mlChâteau Grand Puy Lacoste 2007

（シャトーグラン・ピュイ・ラコスト)
シャトー・グラン・ピュイ・ラコスト【ポイヤック / カベルネソーヴィニヨン・メルロー】

￥35,000750mlChâteau Leoville Barton 2013

（シャトー・レオヴィル・バルトン)
シャトー・レオヴィル・バルトン【サンジュリアン / カベルネソーヴィニヨン・メルロー・カベルネフラン】

￥41,000750mlChâteau La Conseillant 2013

（シャトー・ラ・コンセイヤント)
シャトー・ラ・コンセイヤント【ポムロール / メルロー・カベルネフラン】

￥45,500750mlEchezeaux Grand Cru 2015

（フランソワ コンフェロン)
エシェゾー・グラン・クリュ【ヴォーヌ・ロマネ / ピノノワール】

￥92,000750mlLes Forts De Latour 2008

（シャトー・ラトゥール)
レ・フォール・ド・ラトゥール【ポイヤック / カベルネソーヴィニヨン・メルロー・プティベルド】

￥98,000750mlOpus One 2012

（オーパス・ワン ワイナリー)
オーパス・ワン【ナパ バレー/ カベルネソーヴィニヨン・
                                     カベルネフラン・メルロー・プティベルド・マルベック】

￥190,000750mlChâteau Latour 2008

（シャトー・ラトゥール)
シャトー・ラトゥール【ポイヤック/ カベルネソーヴィニヨン・メルロー・カベルネフラン】

￥210,000750mlChâteau Mouton Rothschild

（シャトー・ムートン・ロスチャイルド)
シャトー・ムートン・ロスチャイルド【ポイヤック/ カベルネソーヴィニヨン・
                                                                                  メルロー・カベルネブラン・プティヴェルド】
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価格は全て消費税10％、サービス料10％込みです。
The price include 10% tax and 10% service charge.

SAKE
日本酒

￥2,850720ml
ボトル
Bottle千歳鶴 本醸造 なまら超辛　《北海道/日本清酒》

Chitose tsuru Honjyozo【NAMARA CHOUKARA】

￥3,200720ml二世古 本造り 名水京極　《北海道/二世古酒造》
Niseko Honzukuri【MEISUI KYOGOKU】

ボトル
Bottle

￥4,200720ml

￥750120ml

金滴 純米吟醸 北の微笑　《北海道/金滴酒造》
Kinteki Junmaiginjyo【KITA NO HOHOEMI】

グラス
Glass

ボトル
Bottle

￥4,500720ml

￥800120ml

男山 特別純米 国芳乃名取酒　《北海道/男山》
Otokoyama Tokubetsujyunmai
【KUNIYOSHI NO NATORISHU】

グラス
Glass

ボトル
Bottle

￥5,250720ml

￥900120ml

二世古 純米酒 羊蹄　《北海道/二世古酒造》
Niseko Junmaishu【YOUTEI】 グラス

Glass

ボトル
Bottle

￥6,200720ml

￥1,100120ml

国稀 純米吟醸 北海道限定　《北海道/国稀酒造》
Kunimare Jyunmaiginjyo Hokkaido Gentei グラス

Glass

ボトル
Bottle

￥11,000720ml国稀 大吟醸　《北海道/国稀酒造》
Kunimare Daiginjyo

ボトル
Bottle

￥12,000720ml旭神威 大吟醸　《北海道/高砂酒造》
Asahi Kamui Daiginjyo

ボトル
Bottle
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価格は全て消費税10％、サービス料10％込みです。
The price include 10% tax and 10% service charge.

Whisky
ウィスキー

SHOCHU
焼酎

￥2,500720ml
ボトル
Bottle鬼嫁　《さつま芋》 (鹿児島）

ONIYOME 【sweet potato】

￥2,800720ml
ボトル
Bottle喜多里　《麦》 (北海道）

KITASATO 【barley】

￥3,100720ml
ボトル
Bottleみついし　《昆布》 (北海道）

MITSUISHI 【seaweed】

￥3,400720ml
ボトル
Bottle田苑ゴールド　《麦》 (鹿児島）

DENEN Gold 【barley】

￥3,700720ml
ボトル
Bottleインカの目覚め　《じゃがいも》 (北海道）

INKA NO MEZAME 【potato】

￥4,000720ml
ボトル
Bottle二世古 正中　《米》 (北海道）

NISEKO MASANAKA 【rice】

￥4,000720ml
ボトル
Bottle国稀 泰蔵　《酒粕》 (北海道）

KUNIMARE TAIZOU【sake lees】

￥1,200

￥1,400

ニッカ 余市 シングルモルト
NIKKA YOICHI SINGLE MALT

シングル
Single
ダブル
Double

￥1,100

￥1,300

サントリー 知多 ブレンデッド
SUNTORY CHITA Blended

シングル
Single
ダブル
Double
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