
 スペシャルカクテル Glass Champagne グラス ボトル

　季節のフルーツサワー 2,000  ペリエ ジュエ グラン ブリュット 2,600 12,500

　東京ミュール 2,000  ペリエ ジュエ ブラン ド ブラン 3,200 15,500

　　（ジャスミンタイムウォッカ, 柚子ジュース, 自家製ジンジャービア）

　清姫甘酒 2,000 Glass White Wine

 ソムリエセレクション A 2,000 9,500

 ソムリエセレクション B 2,500 12,000

 日本酒

　日本酒飲み比べセット（3種） 3,400 Glass Red Wine

（黒龍, アンダーズ52, 黒帯堂々）  ソムリエセレクション A 2,000 9,500

 ソムリエセレクション B 2,500 12,000

徳利 ボトル

　ALPHA 風の森 奈良 純米 1,900 7,500 Champagne

　嘉美心 岡山 特別本醸造 2,000 -  ドン ペリニョン ヴィンテージ 2008 33,000

 ドン ペリニョン Ｐ 2 1996 120,000

　七田（純米生無濾過） 佐賀 純米 1,800 7,000  クリュグ ブリュット グランド キュヴェ 45,000

 ボランジェ アールディー ブリュット 2004 68,000

   飛露喜 特撰純吟 福島 純米大吟醸 2,900 11,000  ルイロデレール クリスタルブリュット　2008 69,000

　醸し人 九平次 愛知 純米大吟醸 2,600 10,000  サロン ブリュット ブラン ド ブラン 2007 190,000

　初亀 静岡 純米吟醸 2,400 9,200 Champagne Rose

　上喜元 純米吟醸 米ラベル 山形 純米吟醸 2,100 8,200  ビルカールサルモン ブリュット ロゼ 19,000

　アンダーズオリジナル 「52」 宮城 純米吟醸 2,200 9,000  テタンジェ ブリュット ロゼ 22,000

 ドン ペリニョン 2006 リミテッド エディション ブリュット ロゼ 85,000

　黒龍 福井 大吟醸 4,500 16,500

Chardonnay

　ばくれん 山形 吟醸 1,800 14,000  サシャーニュ  モンラッシェ 2013  フランス 30,000

 コルトン シャルルマーニュ 2015 フランス 49,000

 焼酎  デゥモル ロシアン リヴァーヴァレー 2015  アメリカ 24,000

　佐藤 黒麹 鹿児島 芋 1,800  ファー ニエンテ ナパヴァレー 2017 アメリカ 30,000

　魔王 鹿児島 芋 2,500

　天使の誘惑 鹿児島 芋 3,000 Pinot Noir

　村尾 鹿児島 芋 4,000  デゥモル ロシアン リヴァーヴァレー 2015 アメリカ　 27,000

 モレ サン ドニ 2015 フランス 39,000

　佐藤 麦 鹿児島 麦 1,600  ヴォーヌ ロマネ 2015 フランス 42,000

　百年の孤独 宮崎 麦 1,800

Cabernet Sauvignon

　八海山 よろしく千萬あるべし 新潟 米 1,600  スタッグス リープ ナパ・ヴァレー 2016 アメリカ 21,000

　米焼酎 十四代純米「鬼兜」 山形 米 2,200  シルバーオーク アレキサンダーヴァレー 2014 アメリカ 27,000

 シェーファー ナパ・ヴァレー 2016  アメリカ 33,000

　長雲 一番橋 鹿児島 黒糖 1,700

Bordeaux Blends

 梅酒  シャトー ラグランジュ 2013 フランス 22,000

　真澄 長野 1,650  オーパスワン 2015 アメリカ 120,000

　濱田 和歌山 2,900  シャトー マルゴー 2006 フランス 190,000

 シャトー パルメ 2008 フランス 180,000

 ビール  シャトー ムートン ロートシルト 2011 フランス 250,000

  アサヒスーパードライプレミアム 1,200  シャトー ラトゥール 2006 フランス 270,000

 シャトー ラフィット ロートシルト 2008 フランス 240,000

 ウィスキー

　ニッカ 余市 2,100

　白州NV 2,300

　ブラントン　ゴールド 2,700

　シーバス ミズナラ 18年 3,000

　ロイヤル　ハウスホールド 5,100

 ミネラルウォーター

　アクアパンナ（1,000ml) 1,450

　サンペレグリーノ（1,000ｍl） 1,450

 ソフトドリンク

　柚子スパークリング、コカ・コーラ、コカ・コーラ ゼロ 1,200

　セブンアップ、ジンジャーエール 1,200

Beverage List

　　（グレイグースペアー, 甘酒, 抹茶, 柚子）


