
 日本酒 グラス ボトル

 季節のおすすめ ～冬～ 1合 ボトル(4合) Glass Champagne & Sparkling

　ALPHA 風の森 奈良 純米 無濾過生原

酒

1,900 7,500  ペリエ ジュエ グラン ブリュット 2,400 12,000

　嘉美心（熱燗） 岡山 特別本醸造 2,000  ルイナール ブラン ド ブラン 3,500 18,000

 アンリ ジロー ロゼ ダム ジャンヌ 3,800 19,000

   飛露喜 特撰純吟 飛露喜 福島 純米大吟醸 2,900 11,000

　東洋美人 壱番纏 山口 純米大吟醸 3,700 14,000 Glass White Wine

　洗心 新潟 純米大吟醸 23,000  シャルドネ, ベリンジャー プライベートリザーヴ, アメリカ 2,900 14,500

 ソーヴィニヨンブラン,クラウディ―ベイ, ニュージーランド 1,900 9,500

　八鹿 特別純米　(緑） 大分 特別純米 2,400 9,500  シャトーメルシャン, 甲州きいろ香, キュヴェ ウエノ 1,900 9,500

　美丈夫 特別純米 高知 特別純米 2,200 8,600

Glass Red Wine

　上喜元 純米吟醸 米ラベル 山形 純米吟醸 2,100 8,200  ピノ ノワール, クラウディーベイ テワヒ, ニュージーランド 2,400 12,000

　来福 純米吟醸 愛山 茨城 純米吟醸 2,600 10,000  サイレーナス, カベルネ ソーヴィニヨン, アメリカ 2,900 14,500

　アンダーズオリジナル 「52」 宮城 純米吟醸 1,800 7,000  メルロー, レコール No.41, アメリカ 2,800 14,000

　「52」 ハーフボトル

Champagne

 焼酎  ドン ペリニョン ヴィンテージ 2009 31,000

　田倉 鹿児島 芋 1,600  ドン ペリニョン Ｐ 2 1996 100,000

　佐藤 黒麹 鹿児島 芋 1,800  ドン ペリニョン Ｐ 3 1975 360,000

　魔王 鹿児島 芋 2,500  アンリ ジロー ブリュット コード ノワール 35,000

　村尾 鹿児島 芋 4,000  アンリ ジロー ブリュット アルゴンヌ 2004 75,000

　金山蔵 鹿児島 芋 2,100  クリュグ ブリュット グランド キュヴェ 37,000

 スペシャルカクテル  クリュグ ブリュット クロ デュ メニル 2002 150,000

　金山スマッシュ　　金山蔵、金柑、大葉シロップ 2,350  ドン ルイナール ブラン ド ブラン 2004 55,000

　百年の孤独 宮崎 麦 1,800 Half Bottle of Champagne

ボランジェ　ＮＶ 8,500

　野うさぎの走り 宮崎 米 1,500 ルイナール ブラン ド ブラン 7,900

　米焼酎 十四代純米「隼」 山形 米 2,000 ルイナール ロゼ 7,900

　米焼酎 十四代純米「鬼兜」 山形 米 2,200

Champagne Rose

　黒糖焼酎 「氣」 黒麹 鹿児島 黒糖 1,600  ペリエ ジュエ ベル エポック ロゼ 2006 80,000

 ビルカール サルモン ブリュット ロゼ 19,000

 梅酒  ドン ルイナール ロゼ 2002 90,000

  真澄 長野 1,650

Sauvignon Blanc

 Draft Beer  プイィ フュメ バロン ド エル 2014 ラドゥセット, フランス 28,000

　アサヒスーパードライプレミアム 1,200  アサツユ 2016 ケンゾー エステート, アメリカ 25,000

　よなよなエール 1,300

Chardonnay

 Japanese Whisky  ピュリニー モンラッシェ レヴロン 2015 ドメーヌ ベルテルモ 22,000

   白州 シングルモルト 2,250  ガヤレイ シャルドネ 2014, イタリア 45,000

   白州　12年 2,900  

　響 ジャパニーズハーモニー 2,250 Pinot Noir

　響　21年 4,500  ピノ ノワール 2012 幻エステート, アメリカ 25,000

　ニッカ　竹鶴　17年 2,900  ジュヴレシャンベルタンシンフォニー 2012 フランス 22,000

 Water Nebbiolo

　アクアパンナ（1,000ml) 1,450  バルバレスコ  2012 ガヤ, イタリア 44,000

　サンペレグリーノ（1,000ｍl） 1,450

Merlot

 Soft Drink & Juices  メルロ  2013 レオネッティ, アメリカ 32,000

   1688 グラン・ブラン（ノンアルコール） 1,550

　コカ・コーラ、コカ・コーラ ゼロ、  7up 850 Cabernet Sauvignon

　ジンジャーエール 　（ウィルキンソン、カナダドライ） 850  ダリウス Ⅱ 2013 ダリオシュ, アメリカ 79,000

　フレッシュオレンジ、フレッシュグレープフルーツ 1,200

Bordeaux Blends

 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 ブラーヌカントナック 2013 22,000

 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 ムートン ロートシルト 2005, ポイヤック 175,500

 ご注文の際に係りの者にお申し付けください。  シャトー ラフィット ロートシルト  2008, ポイヤック 210,000

Beverage List

3,000(300ml)


