
BEVERAGE MENU



  Wine / ワイン

Glass
(125ml)

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.

¥2,200

1,900

¥2,200

¥1,900

¥2,100

¥2,300

¥13,000

    
¥21,000

¥11,000
  

¥12,700

¥11,000

¥12,000

¥13,300

Bo�le
(750ml)

モエ エ シャンドン モエ アンペリアル

 
ヴーヴ クリコ ヴィンテージ ロゼ

 
イ マグレディ シャルドネ グラーヴェ デル フリウリ
  
　　        　　　                             
カトヌック エステート リースリング

パルゴロ ポデーレ ラ ヴィッラ ディ イラリア タキス キャンティ クラシコ

　
ブエナ ヴィスタ カーネロス ピノ ノワール

カトヌック エステート カベルネ ソーヴィニヨン

Moët & Chandon Moët Impérial　Champagne, France

Veuve Clicquot Vintage Rosé 2008　Reims, Champagne, France

I  Magredi Chardonnay Grave del Friuli 2018
Friuli Grave D.O.C., Friuli-Venezia-Giulia, Italy

Katnook Estate Riesling 2018　Coonawarra, South Australia, Australia

Pargolo Podere La Villa Di Ilaria Tachis Chian� Classico 2015
Chian� Classico D.O.C.G., Toscana, Italy

Buena Vista Carneros Pinot Noir 2018　Los Carneros, California, U.S.A.

Katnook Estate Cabernet Sauvignon 2018    
Coonawarra, South Australia, Australia

CHAMPAGNE

WHITE WINE

RED WINE

青島ビール

アサヒ スーパードライ

プレミアム ヱビス マイスター

Tsingtao Beer  (330ml)   

Asahi Super Dry

Premium Yebisu Meister

Beer / ビール

¥1,100

¥1,300

¥1,500



10 years old

15 years old

30 years old

12 years old 

20 years old

         

8 years old 

25 years old

Mau Tai Chiew

Kubota Manju (Niigata)

Hakkaisan (Niigata)

陳年十年

陳年十五年

陳年三十年

陳年十二年

陳年二十年

  

    

陳年八年

陳譲二十五年 景徳鎮

貴州茅台酒

久保田 万寿 ( 新潟 )

五百万石 Gohyakumangoku

八海山 ( 新潟 )

山田錦 Yamadanishiki

大越貴酒

越王台

      
古越龍山

Chinese Rice Wine / 紹興酒

¥2,200

¥2,400

¥2,900

¥5,200

¥2,300

¥3,150

¥3,600

¥2,200

Daietsukisyu

Etsuoudai

Koetsuryuzan           

¥7,400

¥13,000

¥28,000

¥8,000

¥14,000

¥8,000

¥32,000

¥40,000

¥13,500

¥8,500

Glass
(90ml)

Carafe
(180ml)

Carafe
(180ml)

Carafe
(180ml)

Chinese Spirits / 白酒

1 shot
(37.5ml)

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.

Bo�le
(640ml)

Bo�le
(500ml)

Bo�le
(500ml)

Bo�le
(500ml)

Bo�le
(640ml)

Bo�le
(500ml)

Bo�le
(500ml)

Bo�le
(500ml)

Japanese Sake / 日本酒

Carafe
(180ml)

Bo�le
(720ml)

Carafe
(180ml)



Veuve Clicquot Vintage Rosé 2008　Reims, Champagne, France

Grgich Hills Fume Blanc Estate Grown Napa Valley 2016　
Napa Valley, California, U.S.A.

Domaine Cordier Pere et Fils Pouilly Fuisse V.V.2016　Bourgogne, France

Eroica Gold Riesling 2013　Columbia Valley, U.S.A.
 

Domaine Stephane Ogier Condrieu La Combe de Malleva l 2016　Rhône, France

Ch Igai Takaha Ji Yoon Rosé 2016　Santa Barbara, U.S.A. 

Château Minuty 281 2014　Côte de Povence, France

                  

ヴーヴ クリコ ヴィンテージ ロゼ

( ソーヴィニョン ブラン )

ガーギッチ ヒルズ  ヒュメ ブラン エステート グロウン ナパ ヴァレー

（シャルドネ）

ドメーヌ コルディエ ペール エ フィス プイィ フュッセ ヴィエイユ ヴィーニュ

   

（リースリング）

エロイカ ゴールド リースリング

（ヴィオニエ）

ドメーヌ ステファン オジェ コンドリュー ラ コンブ ド マルヴァル

 

（グルナッシュ）

シャトー イガイ タカハ ジ ユン ロゼ 

（グルナッシュ、 シラー、 サンソー）

シャトー ミニュティー 281

                  

CHAMPAGNE

WHITE WINE

ROSÉ WINE

                  

¥21,000

¥13,000

¥15,000

  
       
¥15,000

¥17,000

¥10,000

¥18,000

                  

  Bo�le Wine / ボトルワイン

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.



　　　

　
Craggy Range Sophia Gimbret Cravels Vineyard 2016　Hawks Bay, New Zealand

Château De Sales 2016　Pomerol, Bordeaux, France 

Viña La Rosa La Rosa Carménére 2013　Cachapoal Valley, Chile 

Ridge Pagani Ranch Zinfandel 2015　Sonoma, U.S.A.

Tommasi Amarone della Valpolicella Classico 2013　Veneto, Italy

（カベルネ ソーヴィニョン）

クラギー レンジ ソフィア ギムブレット クレーヴェルズ ヴィンヤード

（メルロー）

シャトー ド サル 

（カルメネーレ）

ヴィーニャ ラ ロッサ ラ ロッサ カルメネーレ

（ジンファンデル）

リッジ パガニ ランチ ジンファンデル

（コルヴィーナ、 ロンディネッラ）

トンマージ アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコ

¥19,000

¥18,500  

¥18,000

¥18,000

¥21,000

RED WINE

  Bo�le Wine /ボトルワイン

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.



Chinese Fruit Liqueur / 果実酒

Shin Lu Jiu (Apricot)

Lin Qin Jiu (Lychee)

Shan Zha Jiu (Hawthorn-berry)

Lan Mei Jiu (Blueberry)

Lin Qin Jiu (Apple)

Gui Mei Jiu (Plum)

杏子ピューレのとろとろの果実感を味わえます。

絶世の美女 「楊貴妃」 が好んだライチをしっかり漬け込み、

華やかさと上品な味と香りが口に広がります。

アセロラに似た甘酸っぱく優しい味わいで、

ワインと同等のポリフェノールを含むので美容にもおすすめです。

深みのあるブルーベリーの甘酸っぱさが魅力で、 目でも楽しめる色合いも鮮やかな青紫色です。

青森県産の青りんご 「王林」 を漬け込んだ、 爽やかさの中に深みがある果実感が魅力です。

梅酒にクコ、 サンザシの実を加えて作った爽やかで梅の豊かな味わいが特徴です。

ソーダ ・ ロック ・ 水割り ・ スパークリングワイン

お好みの飲み方をお選びください。

¥950

¥950

¥950

¥950

¥950

¥950

にごり杏露酒

茘枝酒

山楂酒

藍苺酒

林檎酒

貴梅酒

        ( あんず )

( ライチ )

( さんざし )

( ブルーベリー )

( りんご )

( うめ )

Please choose style : on the rocks / with soda / with water / with sparkling wine

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.

Sweet and mellow blended with pureed apricot.

Sugary and gorgeous with strong taste of lychee fruit.

Similar to the taste of acerola the hawthorn-berry liquer contains 
as much polyphenol as a glass of wine.

Sweet and tangy with the vibrant color and aroma of blueberries.

Deep flavor of frui�ness of “Ourin apples” a high quality green apple produced in Aomori Japan.

Rich tas�ng plum liquer with a touch of gojiberries and hawthorne-berry.



Sunraysia Five Star Fruit Juice Selec�on / サンレイシア ファイブ スター ジュース

Apple

Mango

Orange

ワイン造りで名高いオーストラリアのバロッサ ・ バレーを見下ろす丘で育った一番摘みの

最高級のりんご果汁をそのまま瓶詰めしました。 きめ細かな飲み口とまろやかな味わいが定評です。

最高級ケンジントンプライドマンゴーをまるまる１個使いました。 サンレイシアファイブスターの名に

ふさわしい、 芳醇な風味をそのまま味わえるマンゴージュースに仕上げました。

NSW マレー ・ バレー産オレンジ果汁をそのまま瓶詰めにしました。 サンレイシアは一番摘みの

厳選されたオレンジだけを使用。 果物本来の風味とおいしいエキスを丁寧に取り出しています。

¥1,100

¥1,100

¥1,100

 りんご

   マンゴー

   オレンジ

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.

Mineral Water / ミネラルウォーター

¥900

¥1,200

¥900

¥1,000

 ¥1,000

¥1,200

S�ll
Acqua Panna (500ml)

Fuji Mineral Water (780ml)

Sparkling
San Pellegrino (500ml)

Yamazaki Water  (330ml) 

Yamazaki Gently Sparkling Water  (330ml)

Fuji Sparkling Water  (700ml)

The crisp, juicy apples grown in Barossa Valley Australia are squeezed to perfec�on to 
give its mellow taste. 

Highest quality Kensington mangoes are used in making this rich tas�ng juice,
with the juice of one whole mango squeezed inside.

Squeezed fresh using only hand picked onrages of Murray Valley Australia. 

アクア パンナ

富士ミネラルウォーター

サン ペレグリノ

山崎の水　発砲

山崎の水　微発砲

富士スパークリングウォーター



Baimutang tea

Pu-erh Tea

Tie Guan Yin Oolong Tea

Shan Lin Xi High Mountain Oolong Tea

Love Petals

Lucky Charm of Dragons

Chinese Flower Tea / 工芸茶

Special Select Chinese Tea / 王朝特選中国茶

¥1,200

¥1,200

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.

馨花相印 キョウカソウイン

双龍戯珠 ソウリュウギジュ

Cute to the eye in a heart shape, the flower ball reveals a bloom of vivid carnations, 

a sign of love to some one special.

Watch as the flower ball opens to reveal two “dragons”, said to deliver happiness.

愛らしいハート形の工芸茶。鮮やかなカーネーションの花が大切な人へ愛を伝えます。　

２匹の龍が珠とたわむれ幸せをとどけます。

¥1,100

¥1,200

¥1,200

¥1,600

特級白牡丹　トッキュウハクボタン

普洱茶　プーアル

特級木柵鉄観音　トッキュウモクサクテッカンノン

優品杉林渓高山茶　ユウヒンスギバヤシケイコウザンチャ

Blended with the young leaves and petals of white peony,
this aroma�c premium tea is said to cool down the body’s excess heat.

Deep brown in color but light and refreshing to the taste, Pu-erh tea is a favorite pair

with Chinese cuisine, known to control excessive cholesterol and blood sugar levels. 

Tradi�onally made by roas�ng in high heat, the Tie Guan Yin oolong tea boasts
a savory aroma yet so� and mellow to the taste.

Grown in high mountains of the Shan Lin Xi region of China, this crisp lightly oxidized

oolong tea has a fresh sweetness similar to green tea.

芽と若い葉から製茶され、ハーブのような爽やかさが口に広がり、

身体の中の余分な熱を減らす機能があるとされています。                         

濃厚な風味、深い褐色の水色とはうらはらなスルリとした喉越しです。

強めの火入れによる香ばしい香りでありながら、やわらかくすっきりとした口当たり。

福建省から伝わった伝統的な製法を守り作られています。

涼しげな花香はどこまでも清々しく、澄んだ味わいは深い森林を想わせます。

緑茶にも似た味わいに柑橘系の爽やかさと優しい甘みも併せもち、奥行きの深い余韻が楽しめます。



表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.

Free-flowing (Limited 90 minutes)

Beverage Package

飲み放題プラン

90分間、以下のメニューよりお好きなお飲み物を
お好きなだけお楽しみいただけます。

お一人様 ¥2,500 per person

スパークリングワイン

瓶ビール (中瓶)

白ワイン

赤ワイン

紹興酒

ウィスキー

ウーロン茶

 オレンジジュース

Sparkling Wine

Bo�led Beer (Medium bo�le)

White Wine

Red Wine

Chinese Rice Wine

Wisky

Oolong Tea 

Orange Juice

白ワイン

赤ワイン

紹興酒

ウーロン茶

 オレンジジュース

White Wine

Red Wine

Chinese Rice Wine

Oolong Tea 

Orange Juice

お一人様 ¥3,500 per person

※お一人様一回限りとさせていただきます

※Only one bo�le can be per person

Bo�led Beer (Small bo�le)
瓶ビール (小瓶)


