◆Beverages◆
ビール

【Beer】
大ビン アサヒスーパードライ･･････････････････････････････････････････････ 500 円

生レモンサワー ････････････････････････････････････････････････････････ 480 円

Asahi Super Dry ･･････････････････････････ ¥500/large bottle

Fresh Lemon Chuhai ･･････････････････････････････････ ¥480

生

アサヒスーパードライ（中ジョッキ） ････････････････････････････････ 480 円

生ライムサワー ････････････････････････････････････････････････････････ 480 円

Asahi Super Dry Draft ････････････････････････ ¥480/medium

Fresh Lime Chuhai ････････････････････････････････････ ¥480

生

アサヒスーパードライ（グラス） ････････････････････････････････････ 420 円

生グレープフルーツサワー ･･････････････････････････････････････････････ 500 円

Asahi Super Dry Draft ･･････････････････････････ ¥420/small

Fresh Grapefruit Chuhai ･･････････････････････････････ ¥500

焼酎

果実酒

【Shochu】

【Fruit Wine】

焼酎（水割・お湯割・ロック）･･････････････････････････････････････････････ 380 円

杏（あんず）酒 （ロック・ソーダ割り） ･････････････････････････････････480 円

Shochu（with water/with hot water/on the rocks) ･･･････････････ ¥380

Apricot Wine (on the rocks/with soda) ････････････････････ ¥480

麦焼酎（水割・お湯割・ロック）････････････････････････････････････････････ 380 円

梅酒（ロック・ソーダ割り） ･････････････････････････････････････････････480 円

Barley Shochu（with water/with hot water /on the rocks) ･･･････ ¥380

Plum Wine (on the rocks/with soda) ･･･････････････････････ ¥480

芋焼酎（水割・お湯割・ロック）････････････････････････････････････････････ 450 円

紀州緑茶梅酒 ···························································600 円

･･･････ ¥450

Ryokucha Umeshu (plum wine with green tea flavor) ･･････ ¥600

チューハイ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 380 円

北雪 梅酒 ボトル 500ml ･････････････････････････････････････････････ 2,000 円

Potato Shochu（with water/with hot water/on the rocks)

Chuhai（shochu and soda） ･･･････････････････････････････････¥380

Hokusetsu Plum Wine ･･････････････ ¥2,000/500ml bottle

ウーロンハイ ･････････････････････････････････････････････････････････････ 380 円

Oolong Tea Chuhai ･･･････････････････････････････････････¥380
レモンサワー ･････････････････････････････････････････････････････････････ 380 円

Lemon Chuhai ････････････････････････････････････････････¥380
カルピスサワー ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 450 円

Calpis (yoghurt) Chuhai ･････････････････････････････････¥380
緑茶割り ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 450 円

Green Tea Chuhai ････････････････････････････････････････¥450

※The last call is 23:00
※Please pay at your table or the cashier.

ワイン

【Wine】
ワイン カリフォルニア産（グラス）
〔赤 or 白〕 ･･･････････････････････････ 380 円

California Wine (red/white) ･･････････････････････ ¥380/glass
ワイン カリフォルニア産（ボトル）
〔赤 or 白〕 ･････････････････････････ 2,000 円

California Wine

(red/white)

･･･････････････････ ¥2,000/bottle

焼酎ボトル

お通し(日替わり) ･････････････････････････････････････････････････････････ 300 円

【Bottled Shochu】

Different-Daily Appetizer ･･･････････････････････････････ ¥300

JINRO 700m ･････････････････････････････････････････････････････････････ 2,200 円

Jinro 700ml ･････････････････････････････････････････ ¥2,200
《麦》<Barley>
いいちこ 900ml ･････････････････････････････････････････････････････････ 2,200 円

ウイスキー

Iichiko

ブラックニッカ（シングル) ･･･････････････････････････････････････････････380 円
ブラックニッカ（ダブル） ･････････････････････････････････････････････････500 円

900ml ･･･････････････････････････････････････ ¥2,200

いいちこ深薫 720ml ･････････････････････････････････････････････････････ 2,500 円

Iichiko Shinkun 720ml ･････････････････････････････ ¥2,500
《芋》<Potato>
黒霧島 25 度 720ml ····················································· 2,700 円

【Whiskey】
Black Nikka ･･････････････････････････････････････ ¥380/shot
¥500/2 shots
ハイボール ･･････････････････････････････････････････････････････････････480 円

Kuro-Kirishima 25% 720ml ････････････････････････ ¥2,700

Highball

霧島原酒 36 度 720ml ･･････････････････････････････････････････････････ 2,700 円

スーパーニッカ 大江戸水割 相撲ラベル 300ml ･･････････････････････････････700 円

(whiskey and soda) ････････････････････････････････ ¥480

Kirishima Genshu 38% 720ml ･････････････････････ ¥2,700

Oedo Mizuwari Sumo Label

(whiskey and water)

300ml ･ ¥700

《米》<Rice>
北雪さあ° 720ml ･･････････････････････････････････････････････････････ 3,200 円

Hokusetsu “Sa°” 720ml ･･･････････････････････････ ¥3,200

ソフトドリンク

【Soft Drinks】
ボトルと一緒に

コーラ

<Find your own way to drink your Shochu with:>

Coke

アイス・ミネラル・炭酸・レモン炭酸･････････････････････････････････････ 各 200 円

オレンジジュース(100%)

Ice/Mineral Water/Soda/Lemon Soda ･･････････¥200 each

100% Orange Juice

梅干・レモンスライス ･･････････････････････････････････････････････････ 各 100 円

ウーロン茶 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 各 300 円

Pickled Plum/Sliced Lemon ･･････････････････････¥100 each

Oolong Tea ･･････････････････････････････････････ ¥300 each

ウーロン茶ボトル 500ml ･･････････････････････････････････････････････････ 300 円
ウーロン茶ボトル 2L ･････････････････････････････････････････････････････ 600 円

Oolong Tea ･･･････････････････････････････ ¥300/500ml bottle
¥600/2L bottle

デザート

【Desserts】

※ボトルは 3 ヶ月間キープさせて頂きます。

ふるふる杏仁豆腐 ･････････････････････････････････････････････････････････ 300 円

※We will keep your unfinished bottle for three months tops
for your next visit.

アイスクリーム ･････････････････････････････････････････････････････････各 300 円

Almond Jelly ･････････････････････････････････････････････ ¥300
Ice Cream ･････････････････････････････････････････ ¥300 each
(きな粉と黒蜜・ブルーベリーソース・ストロベリーソース）
(soybean flour & brown sugar syrup/blueberry source/strawberry sauce)

※The last call is 23:00
※Please pay at your table or the cashier.

日本酒

【Japanese Sake】

【Cold Sake】
生貯蔵酒 佐渡蔵 300ml······················································ 600 円

日本酒名
Japanese Sake

日本酒度
Dryness Level

甘口(-5)← 0 →＋辛口(＋15)
sweet (-5)← 0 →dry (＋15)

八海山

上品な辛さと淡麗な味わい
･････････
･････････････････････
Hakkaisan
＋5
delicately dry and subtle
久保田（千寿）
スッキリした辛口
･････････････
･････････････････････････････････
Kubota
＋6
clear and dry
〆張鶴（花）
軽快でスッキリした味わい
Shimeharitsuru ･･･＋4 ･･････････････････････････ light and refreshing
越乃景虎（龍）
さらりとした味わい。飲み干すほどに又飲みたくなる
･
････････････････････
Koshino-Kagetora ＋3
smooth and easy to drink
北雪（純米酒）
スッキリした切れ味の純米酒
･････････
･･････････････････････････
Hokusetsu
＋6
pure and refreshing
弐乃 越州
味の膨らみと、後味のキレが良い
Nino Esshu ････････＋4 ･････････････････ leaves a pleasant aftertaste
金鶴
どんな料理にも相性ピッタリ
･･･････････
･･････････････
Kintsuru
＋3
goes well with various dishes
朝日山（千寿盃）
のどごし良い淡麗辛口
････････
･･････････････････････････････････
Asahiyama
＋5
light and dry
菊水の四段仕込
淡麗辛口
･････
････････････････････････････････
Yondanjikomi
+5
light and dry
北雪佐渡の鬼ごろし
世界トップクラスの辛口
Onigoroshi ････ ＋16.5 ････････ the world’s top-class extra-dry taste
正一合･･･････････････････････････････････ 各 720 円

¥720 for each brand/cup

Nama Chozoshu Sadouzo 300ml ････････････････････････ ¥600
冷酒 生貯蔵酒 天の夕鶴 300ml ･･････････････････････････････････････････････ 800 円

Nama Chozoshu Amano-Yuzuru 300ml ･････････････････ ¥800
冷酒 生貯蔵酒 北雪 純米吟醸原酒 四合瓶 ······························· 2,500 円

Nama Chozoshu Hokusetsu Junmai-Ginjo Genshu
(raw sake) 720ml
【Bottled Sake】

北雪 大吟醸 300ml･･････････････････････････････････････････････････････････ 890 円

Hokusetsu Daiginjo 300ml･･･････････････････････････････ ¥890
【燗酒】

【Hot Sake】
北雪 金星 一合(180ml) ････････････････････････････････････････････････････ 320 円
二合(360ml)････････････････････････････････････････････････････ 600 円

Hokusetsu Kinboshi ･････････････････････････････････ ¥320/cup
¥600/2 cups
ふぐひれ酒（つぎ酒 320 円） ････････････････････････････････････････････････ 750 円

Fugu Hire Sake

(with blowfish fin) ･･･････････････････････････

*Ginjo-shu: rice weight polished to 40% or less
*Daiginjo-shu: rice weight polished to 50% or less
*Junmai Ginjo-shu: made from rice only

※The last call is 23:00
※Please pay at your table or the cashier.

¥2500

*Nama Chozoshu: fresh storage sake

¥750

