DRINK MENU

ビール

Beer

アサヒスーパードライ 生

715

馨和 KAGURA Blanc

330ml / 1,320

非常に淡く、やや白濁し、キメが細かくクリーミーな泡立ち。甘み・苦みともに控えめで
ドライなフレーバーでほのかな酸味と山椒由来のスパイシーさが味の奥行きがあります。

馨和 KAGURA Rouge

330ml / 1,320

赤みがかった濃い銅色で、クリーミーで非常に豊かな泡立ち、泡持ちも極めて良い。
スパイシーな山椒のアロマと香ばしいモルトアロマが高いレベルで絶妙なバランスです。
爽やかでスパイシーなアフターテイスト、強いアルコール感を伴ったフルボディタイプのビールです。

ハーヴェスト・ムーン ピルスナー

330ml / 1,078

チェコの地方都市ピルゼン（Pilsen）で醸造されていたビールで、大手メーカーのビールも
ほとんどがこのタイプです。ホップを効かせたキレのある淡色系の下面発酵ビールで
苦味はやや強めです。ゴクゴク飲めるすっきりテイストで爽快感があり、どんな料理にもよく合います。

日本酒
日高見

Sake

超辛口

純米酒

+11

638

辛口というお酒はいろいろありますが、
「日高見」流の超辛口の形です。
酒質の高さを感じる締まりのある旨味と酸が感じられ、しっかりとした辛さも感じられますが
それが前に出すぎずお酒の絶妙なバランスを作ります。
あかぶ

赤武 -AKABU- 純米吟醸酒

715

岩手県産の「吟ぎんが」を使用し芳醇旨口を深く追及して醸された純米吟醸酒です。
ほのかな香りと味わいのバランスがよくとれています。

紀土 KID 純米大吟醸 Sparkling

720ml / 7,150

【2019 年 ANA ファーストクラスで提供】
純米大吟醸の技法で世界の泡のお酒を越えようと蔵元が挑戦し産まれたお酒。瓶内 2 次発酵で酵母が造る
自然な泡が魅力。優しい甘み、そして舌に広がる泡の刺激が織りなす味わいを存分にお楽しみ頂けます。

本日おすすめの日本酒
スタッフにお尋ねください。

表示の価格は税込みです。仕入れ状況により内容を変更する場合がございます。

ASK

芋焼酎
小牧醸造

Sweet potato shochu
鴨神楽

25 度

900ml / 4,620 - 60ml / 715

原料の持つやさしい味わいとのどごしのやさしさは、女性の方へぜひお勧めしたい逸品です。
甘藷、黄金千貫と君が代発祥の地で知られる入来町の 厳選に厳選を重ねた合鴨米と
地元産の黄金千貫を使用しています。

六代目百合

25 度

720ml / 3,850 - 60ml / 660

口当たりの軽快さをもちながらも、しっかりと原料の個性・特徴を残し「これぞいも焼酎」と
いうものを醸し出すために原酒状態での過度なろ過はせず、製成熟成中にタンク表面に浮く油成分だけを
ネルの布により出荷するまで毎日すくいとるという大変な手間をかけて大切に造った焼酎です。

不ニ才 ⅩⅩⅣ（24 - ニジュウヨン）25 度

720ml / 4,840 - 60ml / 748

イタリアから輸入した蒸留機（常圧式間接加熱蒸留機）を用いて蒸留した新発想の芋焼酎！
通常は国内で製造される蒸留機（常圧蒸留機）を使用するのが一般的ですが、海外から輸入した
蒸留機で造る芋焼酎は、華やかさや柔らかさが引き出された全く違う香味をまといます。

天使の誘惑

長期貯蔵

720ml / 9,350 - 60ml / 858

芋焼酎の概念を打ち破る個性あふれる数々の焼酎を作り出した蔵元のおすすめの逸品。
シェリー樽からくる甘味と芋本来の旨味、自然の甘味が調和した、柔らかな口当たりの人気焼酎。

麦焼酎
兼八

Barley shochu

25 度

720ml / 10,780 - 60ml / 1,650

「兼八」の香りはまるで、麦チョコを思わせるようなロースト感の強い香ばしさ。甘みのある香り、味わいはなめらかで
柔らかいコクがあります。さらに、後味として残る強い麦の風味は、他の麦焼酎と比べても個性の強い味わいです。

一粒の麦

25 度

720ml / 3,080 - 60ml / 638

香り軽快、しかも濃く丸い。豊醇な味と上品な香りの麦焼酎に仕上がっています。

割り材
富士ミネラルウォーター

780ml / 528

レモン（スライス or カット）

220

きゅうり千切り

220

紀州梅干し

110

表示の価格は税込みです。仕入れ状況により内容を変更する場合がございます。

米焼酎

Rice shochu

よろしくせんまんあるべし

海山 宜有千萬

醪取焼酎

25 度

720ml / 3,520 - 60ml / 748

日本酒「八海山」の製造過程で生まれる副産物を原料として醸した、吟醸香が上品に香る爽やかな
のみ口の米焼酎。落着いた品格のある香りが特徴の焼酎です。

鳥飼

吟香

25 度

720ml / 6,050 - 60ml / 1,078

「山田錦」を贅沢に 50% まで精米し、独自の研究により生み出した黄麹と酵母により仕込んだ華やかで
完熟したリンゴやトロピカルフルーツ、華やかな吟醸香とともに柔らかくソフトな口当たりと
ほのかな甘味を感じさせるキレの良い後口が魅力です。

黒糖焼酎

Brown sugar shochu

朝日 25 度

720ml / 3,520 - 60ml / 660

喜界島にある名門・朝日酒造の代表銘柄。伝統を引き継いできた創業以来の銘柄です。原料由来の
豊かなコクと後味にキレがあるのが特徴で、グラスに注ぐと辺り一面に黒糖の香りが広がります。

泡盛

Awamori

春雨 カリー 30 度

720ml / 3,740 - 60ml / 770

カリー（嘉例）とは、沖縄地方でおめでたく縁起がよいという歓びを表現する意。
口当たりが柔らかく、米の旨みが甘く感じ、厚み幅のある味わい、凝縮された深みのある香味です。
ふくよかでバニラのような甘い香り、雑味のないバランスのとれたやわらかな味わいが特徴です。

果実酒

Fruit wine

梅乃宿 あらごしみかん

605

温州みかんのみずみずしい果肉をたっぷりと詰め込んだデザート感覚のリキュール。ロックがおすすめ。

梅乃宿 あらごしもも

605

甘くみずみずしい国産の白桃だけを惜しげもなく使用した果実感あふれるリキュール。ロックかソーダ割りで。

鳳凰美田 秘蔵梅酒
栃木県産高級梅【宮の梅】を使い鳳凰美田の日本酒で漬け込んだ熟成秘蔵梅酒です。

表示の価格は税込みです。仕入れ状況により内容を変更する場合がございます。

605

ウイスキー

Whisky

ブラックニッカハイボール

638

サントリー角

660

スピリッツ

Spirits

※お好みの飲み方をお申し付けください。

ビーフィータージン

770

スミノフ ウォッカ

770

マイヤーズラム オリジナルダーク

770

クエルボ・エスペシャル

770

韓国酒

Korean liquor

眞露マッコリ

甕 1000ml / 3,080 - 100ml / 528

黒豆マッコリ

甕 1000ml / 3,080 - 100ml / 528

生 虎マッコリ

ボトル 700ml / 3,630

チャミスル

ボトル 360ml / 1,078

表示の価格は税込みです。仕入れ状況により内容を変更する場合がございます。

サワー

Sour

生絞りレモンサワー

550

生絞りグレープフルーツサワー

660

黒烏龍ハイ

748

烏龍ハイ

495

とうもろこしのひげ茶ハイ

550

桃太郎ブレンドトマトサワー

715

紀州梅干しサワー

715

ざくろ酢サワー

638

ノンアルコール

Non-alcoholic

アサヒ ドライゼロ

550

黒烏龍茶

660

烏龍茶

418

とうもろこしのひげ茶

440

オレンジジュース

440

アップルジュース

440

マンゴージュース

550

桃太郎ブレンドトマトジュース

660

コカ・コーラ

440

ジンジャーエール

440

表示の価格は税込みです。仕入れ状況により内容を変更する場合がございます。

ワイン

Wine

Shampagne
ドンペリニヨン

41,800

フランス シャンパーニュ / シャルドネ、ピノ・ノワール
言うまでもなく世界で最も有名なシャンパーニュ、ドン・ペリニヨン。

アンリ・ジロー エスプリ ブリュット

23,100

フランス シャンパーニュ / ピノ・ノワール、シャルドネ
完熟した桃や洋梨のフルーティーな香りの中にバニラや白胡椒のニュアンスが感じられ
ピノ・ノワール主体ならではの芳醇さと、軽やかなタンニンが印象的です。

ヴーヴ・クリコ イエローラベルブリュット

14.300

フランス シャンパーニュ / ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエ
力強さとなめらかさを調和させ、それらをアロマの強さと存分な爽やかさとの
完璧なバランスがとれた秀逸なシャンパーニュです。

Sparkling wine
ロジャーグラート

カヴァ ゴールド ブリュット

7,150

スペイン ペネデス / チャレッロ、マカベオ、パレリャーダ
パリコレ公認スパークリングワイン、ドンペリにも勝ったカヴァの王様。
シャンパーニュ製法でつくられたフルーティーながらキレのある辛口スパークリングワインです。

ロータリ

タレント ブリュット

6,050

イタリア トレンティーノ・アルトアディジェ / シャルドネ
世界 50 カ国以上で愛されているロータリ。シャルドネ 100％を、24 カ月という長期間熟成させています。
リンゴや柑橘系のアロマが豊かで、フレッシュ＆フルーティなワインです。

ボーロシェ

ヴァンムスー ブリュット

Glass / 660 - Bottle 3,300

フランス / アイレン、ユニブラン
豊かな泡立ちが続き、果実味が豊かでバターやケーキのフレーバーを
感じ、バランスの良い味わいです。

表示の価格は税込みです。仕入れ状況により内容を変更する場合がございます。

ワイン

Wine

White Wine
ドメーヌ・デュ・マージュ シャルドネ

Glass / 990 - Bottle 4,950

フランス ブルゴーニュ / シャルドネ
トロピカルフルーツの香りとさわやかな酸を備え、誰が飲んでもおいしいと思える味わいに仕上がっています。

ザ・スプリングス ソーヴィニョン・ブラン Glass / 748 - Bottle 3,850
ニュージーランド ワイパラ / ソーヴィニョン・ブラン
イラクサやパッションフルーツといった刺激的なアロマが広がるニュージーランド産の
ソーヴィニヨン・ブラン。ミネラル感にも優れリッチでジューシーな極上の味わいを持つ白ワインです。

マルセル・ダイス アルザス・ブラン

8,580

フランス アルザス / ピノ・ブラン、リースリング、ゲヴュルツトラミネール、ピノ・ノワール、ピノ・グリ他
アルザスワインの革命児。1 級畑のブドウを 7 品種ブレンドしたスタンダードキュヴェ。
濃厚な果実味と洗練された酸を持ち、爽やかな印象を残す 1 本。

トルブレック ウッド・カッターズ・セミヨン

7,480

オーストラリア ヴァロッサ・ヴァレー / セミヨン
葡萄は、果皮が厚く肉厚なセミヨンのクローン品種「マデイラ・クローン」
。
そのため、豊満な果実味やミネラルが広がり、シャープな酸味が全体を引き締める味わいに仕上がっています。

マイケル ポザーン ワインズ アナベラ ナパヴァレー シャルドネ 7,150
USA ナパヴァレー / シャルドネ
果実味がしっかりと凝縮したワインです。リッチでクリーミーなスタイルで、熟した洋梨、
ハニー デューメロン、リンゴなどの香りがほとばしります。

グッチョーネ T ヴィーノ ビアンコ

6,380

イタリア シチリア / トレッビアーノ
自然派グッチョーネが造るパレルモ産希少トレッビアーノ、柔らかく凝縮感に満ちた
唯一無二の味わいです。果実の厚み、ミネラルの旨味が渾然一体となった骨太な一本です。

ボデガ・ノートン レゼルヴァ・シャルドネ
アルゼンチン メンドーサ / シャルドネ
クリスタル・ガラスで有名なスワロフスキー社が所有するワイナリー。
樹齢 30 年以上の畑から厳選したシャルドネを 100% 使用。
樽由来のバニラのような奥深い味わいをお愉しみいただけます。

表示の価格は税込みです。仕入れ状況により内容を変更する場合がございます。

5,280

ワイン

Wine

Red Wine
シャトー・ラ・クロワ・デュ・デュック

Glass / 935 - Bottle 4,260

フランス ボルドー / メルロー、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニョン
コストパフォーマンスが高い典型的ボルドー、タンニンの質が柔らかく非常にキメ細かい上品な仕上がりです。

ボデガス・アタラヤ ラヤ

Glass / 770 - Bottle 3,960

スペイン アルマンサ / ガルナッチャ・ティントレラ、モナストレル
土着品種、１００％新樽熟成、生産者のこだわりが詰まった 1 本
熟した果実とフローラルなノートの混ざるエレガントで複雑なアロマとバランスのよいタンニン。

カレラ ジョシュ・ジェンセン・セレクション ピノ・ノワール

12,980

USA セントラル・コースト / ピノ・ノワール
「カリフォルニアのロマネ・コンティ」と称されるカレラ。オーナーの名を冠した
スペシャル・キュヴェ。カレラのスタイルを感じられる見事なバランス。

クロ・デュ・ヴァル クラシック ナパヴァレー ジンファンデル

10,230

USA ナパヴァレー / ジンファンデル、プティ・シラー
スパイス、シナモン、赤系果実の香りをもつワイン。タンニンはソフトでしなやか。
凝縮したフルーツと甘いスパイスの香りが口いっぱいに広がります。長く印象的なフィニッシュ。

ドンナフガータ タンクレディ

9,900

イタリア シチリア / カベルネ・ソーヴィニョン、ネロダヴォラ、タナ
ドンナフガータの看板ワイン。フルボディでベルベットのように包み込むワイン。
フルーティーでスパイシーな余韻が長く続く。

ボデガス トリデンテ テンプラニーリョ

7,700

スペイン カスティーリャ イ レオン / ティンタ デ トロ（テンプラニーリョ）
70 年の樹齢が生む圧倒的な果実味、熟した赤い果実のアロマとデリケートなスパイスがバランスよく
混ざりあっています。余韻にはダークチョコレートの心地よいフレイバーが漂います。

ルー・デュモン モルゴン
フランス ブルゴーニュ / ガメイ
世界が認める日本人醸造家が選び抜く、貴重な蔵出しブルゴーニュ古酒セレクション。
長期熟成のポテンシャルに優れた力強く肉厚なスタイル。

表示の価格は税込みです。仕入れ状況により内容を変更する場合がございます。

7,480

ワイン

Wine

Red Wine
シャトー・プピーユ

7,150

フランス ボルドー / メルロー
カスティヨンのシンデレラ・ワイン、プピーユのセカンドワイン。2008 年に有機認定を取得。
フレッシュ＆フルーティな果実味で、早くから楽しめる 1 本。

ぺレス クルス カベルネ・ソーヴィニョン リミテッドエディション

6,380

チリ マイポヴァレー / カベルネ・ソーヴィニョン、他
熟成されたカベルネの本領発揮、力強い渋味が魅力的なワイン。
レッドベリーとスパイスのアロマ、力強いタンニンがあり、大変よく構成されたワインです。

ボデガス・ヴォルベール タリマ

6,050

スペイン ラ・マンチャ / モナストレル
世界の著名テイスターが絶賛の嵐、ビロードのような滑らかな味わい。
非常にコストパフォーマンスの高い上質なワインに仕上がっています。

ヴィッラ・ジャーダ ノーヴェノーヴェ ヴィノ・ヴァリエターレ メルロー 5,830
イタリア ピエモンテ / メルロー
ラズベリーなどの赤い果実の甘い香り。ベルベットのような滑らかさと果実の凝縮感をお楽しみください。

ドメーヌ・ダンデゾン コート・デュ・ローヌ ヴィエイユ・ヴィーニュ

4,730

フランス コート・デュ・ローヌ / シラー
絶大な人気を誇るシラー、しっかりとした目の詰まった味わい、ダークフルーツやリコリス、
ペッパーが感じられます。攻撃的なタンニンのある割りには、しなやかさも兼ね備えています。

ヴェレノージ ロッソ・ピチェーノ・スーペリオーレ イル・ブレッチャローロ

4,400

イタリア マルケ / モンテプルチアーノ、サンジョベーゼ
花や紫色の果実、真っ赤なバラの花びら、その後から次第にスパイス、かすかなシナモン、コーヒー。
しっかりと深みのある赤で、タンニンもしっかりと感じられます。

ジャン・プラ・セレクション ラ・パッション・グルナッシュ
フランス ラングドッグ・ルーション / グルナッシュ
可愛らしいラベルが特徴の旨安ワインの代表格。南仏らしいたっぷりとした果実味と
土壌由来のミネラルと綺麗な酸が重なったコスパ抜群な 1 本。

表示の価格は税込みです。仕入れ状況により内容を変更する場合がございます。

4,180

