
 スペシャルカクテル グラス ボトル

　季節のサワー 2,350 Glass Champagne 

　金山スマッシュ　 2,350  ペリエ ジュエ グラン ブリュット 2,600 13,000

 バロン ド ロスチャイルド ブラン ド ブラン 3,800 19,000

 日本酒 徳利 ボトル

   飛露喜 特撰純吟 福島 純米大吟醸 2,900 11,000 Glass White Wine

　東洋美人 壱番纏 山口 純米大吟醸 3,700 14,000  シャルドネ カンブリア  2015 アメリカ 2,200 11,000

 ソーヴィニヨンブラン ブランコット 2017 ニュージーランド 2,800 14,000

　初亀 静岡 純米吟醸 2,400 9,200  シャブリ ドゥフェ ヴィエイユ ヴィーニュ フランス 2,700 13,500

　上喜元 純米吟醸 米ラベル 山形 純米吟醸 2,100 8,200

　アンダーズオリジナル 「52」 宮城 純米吟醸 1,800 7,000 Glass Red Wine

 ピノ ノワール リュリィ クロ ド ベルクロワ フランス 2,400 12,000

　ばくれん 山形 吟醸 1,800 14,000  サイレーナス カベルネ ソーヴィニヨン アメリカ 3,000 15,000

 シラーズ ペンフォールズ マックス オーストラリア 2,200 11,000

 焼酎

　佐藤 黒麹 鹿児島 芋 1,800 Champagne

　魔王 鹿児島 芋 2,500  ドン ペリニョン ヴィンテージ 2009 33,000

　村尾 鹿児島 芋 4,000  ドン ペリニョン Ｐ 2 1996 120,000

　金山蔵 鹿児島 芋 2,100  ドン ペリニョン Ｐ 3 1975 490,000

 クリュグ ブリュット グランド キュヴェ 39,000

　百年の孤独 宮崎 麦 1,800  ボランジェ アールディー ブリュット 2004 68,000

 ボランジェ ラ グランダネ 2007 38,000

　米焼酎 十四代純米「鬼兜」 山形 米 2,200  ルイロデレール クリスタルブリュット　2009 63,000

 サロン ブリュット　ブラン ド ブラン 150,000

 梅酒

　真澄 長野 1,650

　濱田 和歌山 2,900 Champagne Rose

 ビルカールサルモン ブリュット ロゼ 19,000

 ビール  ペリエ ジュエ ベル エポック ロゼ 2006 80,000

  アサヒスーパードライプレミアム 1,200  ドン ルイナール ロゼ 2002 90,000

  よなよなエール 1,300

Sauvignon Blanc

 ウィスキー  アサツユ ケンゾー エステート 2017 アメリカ 25,000

　ニッカ 余市 2,100  プイィ フュメ バロン ド エル 2015 フランス 31,000

　ザ ニッカ 12年 2,500

　ブラントン　ゴールド 2,700 Chardonnay

　ニッカ 竹鶴17年 3,200  サシャーニュ  モンラッシェ レ 2014 フランス 31,000

　ロイヤル　ハウスホールド 5,100  コングスガード 2015 アメリカ 38,000

 デゥモル ロシアン リヴァーヴァ―レー 2014 アメリカ 24,000

 ミネラルウォーター

　アクアパンナ（1,000ml) 1,450 Pinot Noir

　サンペレグリーノ（1,000ｍl） 1,450  デゥモル ロシアン リヴァーヴァ―レー 2014 アメリカ　 27,000

 シャンボール ミュジニー 2013 フランス 48,000

 ソフトドリンク  ヴォーヌ ロマネ 2015 フランス 42,000

　コカ・コーラ、コカ・コーラ ゼロ、  7up 1,200

　ジンジャーエール （ウィルキンソン、カナダドライ） 1,200 Cabernet Sauvignon

　フレッシュオレンジ、フレッシュグレープフルーツ 1,200  シェーファー ナパ・ヴァレー 2015 アメリカ 33,000

 ダリオッシュ シグネチャー 2014 アメリカ 39,000

 ダリウスⅡ 2013 アメリカ 79,000

Malbec (Blend)

シュヴァル デ アンデス 2012 アルゼンチン 24,000

Merlot

 レオネッティ セラー 2013 アメリカ 32,000

 ダックホーン ヴィンヤーズ ナパ・ヴァレー 2014 アメリカ 20,000

Bordeaux Blends

 オーパスワン 2014 アメリカ 120,000

 シャトー マルゴー 2006 フランス 160,000

 上記価格に消費税と 15%のサービス料を頂戴いたします。  シャトー パルメ 2008 フランス 180,000

 食材にアレルギーのあるお客様、食事制限がおありのお客様は  シャトー オーブリオン 2006 フランス 210,000

 ご注文の際に係りの者にお申し付けください。  シャトー ムートン ロートシルト 2011 フランス 250,000

 シャトー ラトゥール 2006 フランス 270,000

Beverage List


