






BEER

CHUHAI

生ビール

ピッチャー

ギネスビール
コロナビール
ハイネケン
バドワイザー

プレーン
レモン
ライム
グレープフルーツ
かなで 桜サワー
かなで 抹茶サワー かなで 白桃サワー
かなで 柚子サワー

￥700（税込￥770）

￥2,300（税込￥2,530）

￥600（税込￥660）
￥600（税込￥660）

￥800（税込￥880）
￥800（税込￥880）

￥800（税込￥880）

￥600（税込￥660）
￥700（税込￥770）
￥700（税込￥770）
￥700（税込￥770）
￥700（税込￥770）

￥600（税込￥660）

￥800（税込￥880）

￥600（税込￥660）

CACKTAIL
ジントニック
ジンバック
ジンリッキー
オレンジブロッサム
ウォッカトニック
モスコミュール
スクリュードライバー
ブラッディーメアリー
カンパリソーダ
カンパリオレンジ
カシスソーダ
カシスオレンジ
カシスウーロン
ピーチソーダ
ファジーネーブル
レッドアイ
キール
翠ジンソーダ

￥700（税込￥770）
￥700（税込￥770）

（ジャパニーズジン）

（ピーチ＋オレンジ）

（カシス＋白ワイン）

￥700（税込￥770）
￥700（税込￥770）
￥700（税込￥770）

￥900（税込￥990）
￥700（税込￥770）

￥700（税込￥770）
￥700（税込￥770）

￥700（税込￥770）

￥700（税込￥770）
￥700（税込￥770）
￥700（税込￥770）

￥700（税込￥770）
￥700（税込￥770）

￥700（税込￥770）
￥700（税込￥770）
￥700（税込￥770）

Drink

（ジャパニーズリキュール かなで）

（神泡のザ・プレミアム・モルツ〈香る〉エール）

（ジャパニーズリキュール かなで）

（ジャパニーズリキュール かなで）

（ジャパニーズリキュール かなで）

ほのかに、和、香る。

神泡は当店でどうぞ。

※ビール2杯目以降のみご注文いただけます。 ※生ビールおよそ4杯分

HIGHBALL

2021.07

※その他のハイボールは、各種ウイスキーからお選びください。

￥700（税込￥770）
上質な原酒と丁寧なブレンドによって生まれた「鶯 - uguisu」。
異なるもの同士が育む複雑でありながら多様性をも感じる味わいは、ハイボールによって、
より爽やかに味わって頂けます。爽やかにちょっと贅沢を味わってみては！

定番の角ハイボール。レモンを添えてどうぞ！
￥600（税込￥6,60）角ハイボール（国産）

鶯ハイボール（国産）

瓶ビール

ノンアルコールビール
オールフリー



フォアローゼスプラチナ

 I.W.ハーパー12年

ワイルドターキー13年

ジャックダニエル ブラック

ジムビーム

メーカーズマーク

WHISKY

角瓶

山崎

白州

サントリー 知多

響BLENDER'S CHOICE

竹鶴ピュアモルト
余市
宮城峡
イチローズモルト
あかし
富士山麓シグニチャーブレンド

￥800（税込￥880）

￥800（税込￥880）

￥800（税込￥880）

ロック・ストレート・水割・ハイボールからお選びください

￥600（税込￥660）

￥1,500（税込￥1,650）

（江井ヶ島酒造）

￥800（税込￥880）

￥700（税込￥770）
￥800（税込￥880）

￥700（税込￥770）

￥700（税込￥770）

￥700（税込￥770）

￥800（税込￥880）

￥800（税込￥880）

￥800（税込￥880）

￥1,500（税込￥1,650）

￥1,500（税込￥1,650）

￥900（税込￥990）

￥900（税込￥990）

￥900（税込￥990）
￥900（税込￥990）

￥600（税込￥660）

￥700（税込￥770）

￥700（税込￥770）

国産ウイスキー

スコッチウイスキー

1937年誕生から愛され続ける逸品。
世代を超えて愛されるウイスキー。

様々な樽で熟成された多彩なエイジングの原酒を厳選し、
ブレンダーが匠の技で丁寧にブレンドした特別な一品。

酒齢12年以上の厳選された原酒を贅沢に使用し、
熟成感にあふれた味わいが特徴のプレミアム・スコッチ。

ヨーロピアンオークとアメリカンオークの2種のシェリー樽を100％使用。
12年熟成。マッカランらしい芳醇で華やかな味わいをさらに洗練させ
ました。ストレート・ロックに加え、ハイボールでもお愉しみ頂けます。

ケンタッキーの小さな蒸溜所から生まれる、唯一無二のハンドメイドバーボン。

京都郊外の豊かな自然で育まれた、甘くなめらかな味わい。

森の蒸溜所で育まれた若葉の香りと、爽快な味わい。

風のように軽やかな口あたりで、料理の味を引き立てます。

“ザ・スコッチ”と称えられている。

厳選されたコーン由来のマイルドな味わい。

バランタイン12年

バランタイン17年

シーバスリーガル12年

オールドパー

ザ・マッカラン ダブルカスク12年

バーボンウイスキー

ヘネシーVSOP
コニャック
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SHOCHU

大隅（芋）
かね京 黒麹
富乃宝山

￥700（税込￥770）

￥700（税込￥770）

￥500（税込￥550）

￥500（税込￥550）
￥600（税込￥660）

￥600（税込￥660）

ロック・水割・お湯割・ソーダ割からお選びください

ロック・水割・ソーダ割からお選びください

SAKE

WINE

￥1,200（税込￥1,320）
￥1,200（税込￥1,320）
￥1,100（税込￥1,210）
￥2,200（税込￥2,420）

ヤエガキ 純米北錦
白鷺の城 純米吟醸
奥播磨 純米
龍力 米のささやき  （大吟醸）

（辛口）

（やや辛口）

ほんのりバナナの香り。

スイートポテトの香り。

（やや辛口）

FRUIT WINE

梅乃宿 あらごし梅酒
梅乃宿 あらごしみかん
梅乃宿 ゆず酒

エスト レセルヴァ カベルネ・ソーヴィニヨン（赤）
産地：チリ　味わい：フルボディ　ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン
凝縮感のある果実味と、フレッシュな酸味が特長の、しっかりした味わいの赤ワインです。

産地：チリ　　味わい：辛口　　ぶどう品種：シャルドネ
熟度の高いクリーンな果実と、程よい酸味のバランスが取れた、厚みのある味わいです。

産地：ブルゴーニュ　味わい：ライトボディ　ぶどう品種：ガメ100%
いちごを連想させるチャーミングな果実味の、イキイキとした味わいが特徴です。

産地：トスカーナ　味わい：ミディアムボディ　ぶどう品種：サンジョヴェーゼ85%、メルロ10%
イタリアのワイン評価本「ガンベロロッソ」で幾度もコストパフォーマンス賞に輝いた、ハイ
クオリティ・キャンティ。

￥600（税込￥660）
￥600（税込￥660）
￥600（税込￥660）

￥600（税込￥660）

フランス

麦焼酎

芋焼酎

イタリア

赤ワイン

グラスワイン

ボージョレ・ジョルジュ・デュ・ブッフ￥3,500（税込￥3,850）

レオナルド・キャンティ ￥3,000（税込￥3,300）

バルベーラ・パッシートナターレ・ヴェルガ ￥3,000（税込￥3,300）

ブルゴーニュ・ピノ・ノワールJ.ドルーアン

CH. カルドンヌ

￥5,000（税込￥5,500）
￥6,000（税込￥6,600）

エスト レセルヴァ シャルドネ（白） ￥600（税込￥660）

大隅（麦）
中々
吉四六

産地：チリ　味わい：フルボディ　ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン75%、シラー10%、
カルメネール10%、マルベック5%
ロスヴァスコスを代表する赤ワイン。凝縮感のある果実味と大きな構造を持つ味わいです。

ロスバスコス・グラン・レゼルブ ￥5,000（税込￥5,500）
チリ
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WINE

産地：長野　味わい：フルボディ　ぶどう品種：メルロ
力強さとしっとりとした質感を併せ持った、「これぞ日本のメルロ」という味わいです。

産地：山梨　味わい：ライトボディ　ぶどう品種：マスカット・ベーリーA
赤いベリーを連想させるフルーティーな香りと、カラメルを思わせる甘い香り。
軽やかで、飲み心地のよい味わいです。

塩尻メルロー

ジャパンプレミアムマスカット・ベーリーA

￥7,500（税込￥8,250）

￥3,800（税込￥4,180）

産地：ブルゴーニュ　味わい：辛口　ぶどう品種：シャルドネ100%
みずみずしい果実味とフレッシュで切れのよい酸味が感じられる、辛口の白ワインです。

産地：ブルゴーニュ　味わい：ふくよかな辛口　ぶどう品種：シャルドネ100%
フレッシュな酸と旨味が共存した白ワインです。

産地：ブルゴーニュ　味わい：辛口　ぶどう品種：リースリング100%
リースリングらしい果実味あふれる辛口ワインです。

白ワイン

シャブリ・ウィリアム・フェーブル ￥7,000（税込￥7,700）

ブルゴーニュ・シャルドネ・ドミニク・ローラン

ドメーヌ・グレッセール・クリット・リースリング

￥8,000（税込￥8,800）

￥5,000（税込￥5,500）

産地：ヴェネト　味わい：辛口　ぶどう品種：ガルガネガ、トレッビアーノ
軽快でフレッシュな辛口。ソアーヴェの名門ボッラ社の代表作です。

産地：プーリア　味わい：辛口　ぶどう品種：ヴェルメンティーノ
芳醇で華やか、フレッシュな辛口ワインです。

産地：トレンティーノアルトアディジェ　味わい：辛口　ぶどう品種：ピノグリージョ
爽快でフレッシュな辛口ワインです。

ボッラ ソアーヴェ クラッシコ ￥3,000（税込￥3300）

ヴェルメンティーノ・サレント

ピノ・グリージョ・ヴァルダーディジェ

￥3,000（税込￥3,300）

￥4,000（税込￥4,400）

スパークリング

日本

フランス

イタリア

産地：モーゼル　味わい：辛口　ぶどう品種：リースリング
キレの良い酸と程よい甘みが抜群のバランスです。

ヴィッラ・ローゼン・モーゼル・リースリング￥3,500（税込￥3,850）
ドイツ

産地：山梨　味わい：辛口　ぶどう品種：甲州100%
シュール・リー製法で、和の柑橘を連想させる香りを持つ辛口甲州。

ジャパンプレミアム  甲州 ￥3,800（税込￥4,180）

産地：山梨　味わい：辛口　ぶどう品種：シャルドネ100%
ふくらみのある果実味と心地よい酸味、程よい樽香が特長です。

登美の丘シャルドネ ￥8,000（税込￥8,800）

産地：スペイン　味わい：辛口　ぶどう品種：シャルドネ  チャレッロ   マカベオ   パレリャーダ
48ヶ月熟成を行う究極の辛口カヴァ。

カヴァ・グラン・レゼルバ  ジョセフ・ヴァイス￥5,000（税込￥5,500）

日本

産地：マールボロ　味わい：辛口　ぶどう品種：ソーヴィニヨンブラン
爽快でエレガントな辛口です。

オイスターベイ・ソーヴィニヨン・ブラン ￥6,000（税込￥6,600）
ニュージーランド
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SOFT DRINK

烏龍茶
コーラ
ジンジャエール
オレンジ100
グレープフルーツ
炭酸水
アップル
トマトジュース
コーヒー
紅茶
アイスティー

（無糖）

（有糖）

（HOT/ICE）

（レモン/ミルク）

（ストレート/レモン/ミルク）

￥400（税込￥440）
￥400（税込￥440）
￥400（税込￥440）
￥400（税込￥440）
￥400（税込￥440）
￥400（税込￥440）
￥400（税込￥440）
￥400（税込￥440）

￥400（税込￥440）
￥400（税込￥440）

￥400（税込￥440）

2021.07

GRAN VIN LIST

モエ・エ・シャンドン ブリュット・アンペリアル
産地：シャンパーニュ　味わい：辛口　ぶどう品種：ピノノワールピノムニエシャルドネ
世界で愛されるシャンパンメゾンの代表作。

産地：シャンパーニュ　味わい：辛口　ぶどう品種：ピノノワールシャルドネ
絶妙なバランスで造られた芸術品とも呼ばれる高品質シャンパン。

￥12,000（税込￥13,200）
シャンパン

ドンペリニヨン2010 ￥35,000（税込￥38,500）

産地：シャンパーニュ　味わい：辛口　ぶどう品種：ピノノワールシャルドネ
ピノノワールの躍動感が織りなす、完璧なハーモニー。

ドンペリニヨン・ロゼ2006 ￥60,000（税込￥66,000）

ピュリニーモンラッシェ’17  J.ドルーアン
産地：ブルゴーニュ　味わい：辛口　ぶどう品種：シャルドネ
白ワインの王、モンラッシェの血を引くワイン。

産地：ブルゴーニュ　味わい：ふくよかな辛口　ぶどう品種：シャルドネ
シャブリきっての名門ドメーヌです。

￥20,000（税込￥22,000）

シャブリ･グランクリュ･レ･クロ’16    D.ロン･デパキ￥24,000（税込￥26,400）

産地：山梨　味わい：辛口　ぶどう品種：シャルドネ
日本を代表するプレミアムワインの一つ。

登美 白 ￥24,000（税込￥26,400）

産地：山梨　味わい：フルボディ　ぶどう品種:メルロ、カベルネソーヴィニヨン、プティベルド
日本を代表するプレミアムワインの一つ。

登美 赤 ￥24,000（税込￥26,400）

白ワイン

ジュブレ･シャンベルタンV.V’16　ドミニク・ローラン
産地：ブルゴーニュ　味わい：フルボディ　ぶどう品種：ピノノワール
ブルゴーニュ最高評価のネゴシアン。

産地：ボルドー　味わい：フルボディ　ぶどう品種：カベルネソーヴィニヨン、メルロ
近年飛躍的な品質の向上を遂げた、名門シャトー。

￥18,500（税込￥20,350）

CHラグランジュ’15 ￥16,000（税込￥17,600）

産地：リオハ　味わい：フルボディ　ぶどう品種 :テンプラニーリョ
スペインの歴史を変えたNO1ワイン

インペリアル･グラン･レゼルバ’09  C.V.N.E￥14,000（税込￥15,400）

赤ワイン
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