
◆生ビール

ＴＯＫＹＯ隅田川ブルーイング

ゴールデンエール 680

◆瓶ビール

アサヒスーパードライ ５００ｍｌ 700

◆ワイン

スパークリング白・辛口／白・辛口／赤・中口 800～

◆サワー

生かぼすサワー ［8月～11月限定］ 680

みかんサワー 630

ゆずサワー 630

梅酒サワー 630

青りんごサワー 630

カシスサワー 630

木苺サワー 630

抹茶サワー 630

オレンジサワー 580

グレープフルーツサワー 580

りんごサワー 580

カルピスサワー 580

レモンサワー 580

ライムサワー 580

◆日本酒

忍者 -若戎- 純米 伊賀 700

ＮＩＮＪＡ 特別純米 甲賀 700

伊賀 五右衛門 純米吟醸 伊賀 800

霧隠才蔵 純米吟醸 伊賀 800

半蔵 純米大吟醸 伊賀 900

◆芋焼酎

かたじけない 鹿児島 580

影武者 大分 580

大隅 鹿児島 580

◆麦

盛若 東京 580

◆米焼酎

天下無敵 大分 580

◆果実酒

山崎蒸留所の梅酒 山梨 580

あらごしみかん 580

贅沢ゆず 580

◆ウイスキー ハイボール／ロック／水割り

ブラックニッカ クリア 50０

ブラックニッカ スペシャル 550

ブラックニッカ ディープブレンド 550

ブラックニッカ エクストラスイート 550

ブラックニッカ ナイトクルーズ 550

ブラックニッカ リッチブレンド 550

ニッカ レアオールド スーパー 550

ニッカ 宮城峡 シングルモルト 700

ニッカ 余市 シングルモルト 700

ニッカ カフェ グレーン 800

ニッカ カフェ モルト 800

竹鶴 800

サントリー 知多 600

サントリー 白州 800

サントリー 山崎 900

サントリー 碧 700

倉吉 600

越百 600

富士山麓 700

富士山麓 シグネチャーブレンド 700

山桜 600

越ノ忍 600

麻布 600

甲州韮崎 600

蔵 600

ジャックダニエル／テネシー 600

アーリータイムス／バーボン 600

◆ソフトドリンク

烏龍茶 500

アサヒ ノンアルコール ドライゼロ 330ml 600

ジンジャーエール 500

コカ・コーラ 500

カルピス 500

カルピスソーダ 500

りんごジュース 500

オレンジジュース 500

グレープフルーツジュース 500

クランベリージュース 500

トマトジュース 500

富士 ミネラルウォーター 700ml 800

富士 スパークリングウォーター 700ml 800



グラスワイン

スパークリング

NV ヴーヴ・デュ・ヴェルネ ブリュット / フランス 800

白

2016 山梨葡萄酒 甲州 大和葡萄酒 品種：甲州 産地：山梨 800

2016 ボーグル・ヴィンヤーズ 品種：シャルドネ 産地：カリフォルニア 1000

赤

NV 藍茜 シャトー・メルシャン 品種：MBA、M 産地：山梨 800

2015 ツバキラベル オー・ボン・クリマ 品種：PN 産地：ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 1200

2014 プピーユ 品種：M 産地：ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 1500

2017 ヴァントゥ ザヴィエ・ルイ・ヴィトン 品種：GN、SY、etc 産地：ﾛｰﾇ 3000

ワイン＆日本酒ペアリング

ご希望の種類を少量ずつサービスいたします。お飲みいただく量に制限はございません

お食事の終了と共に、サービスも終了いたします。飲み残しはグラス代金を、追加で頂戴いたしております

A 5種類 5000

B 7種類 7000

スパークリングワイン

NV ヴーヴ・デュ・ヴェルネ ブリュット / フランス

NV ヴーヴ・デュ・ヴェルネ ブリュット ロゼ / フランス

日本酒

忍者 純米 若戎酒造 伊賀

忍者 特別純米 瀬古酒造 甲賀

伊賀 五右衛門 純米吟醸 森喜酒造場 伊賀

霧隠才蔵 純米吟醸 伊賀

半蔵 純米大吟醸 大田酒造 伊賀

白ワイン

2016 山梨葡萄酒 甲州 大和葡萄酒 品種：甲州 産地：山梨

2016 ボーグル・ヴィンヤーズ 品種：シャルドネ 産地：カリフォルニア

赤ワイン

NV 藍茜 シャトー・メルシャン 品種：MBA、M 産地：山梨

2015 ツバキラベル オー・ボン・クリマ 品種：PN 産地：カリフォルニア

2014 プピーユ 品種：M 産地：ボルドー

2017 ヴァントゥ ザヴィエ・ルイ・ヴィトン 品種：GN、SY、etc 産地：ﾛｰﾇ



日本酒

忍者 純米 若戎酒造 伊賀 6000

忍者 特別純米 瀬古酒造 甲賀 6000

伊賀 五右衛門 純米吟醸 森喜酒造場 伊賀 7300

霧隠才蔵 純米吟醸 伊賀 7500

半蔵 純米大吟醸 大田酒造 伊賀 8500

シャンパーニュ

NV ヴーヴ・クリコ イエローラベル 10000

NV モエ・シャンドン ブリュット アンペリアル 10000

NV ルイナール ブリュット ブラン・ド・ブラン 16000

NV ルイナール ロゼ 16000

2009 ルイ・ロデレール クリスタル 35000

スパークリングワイン

ヴーヴ・デュ・ヴェルネ ブリュット / フランス 5000

ヴーヴ・デュ・ヴェルネ ロゼ / フランス 5000

白ワイン

山梨葡萄酒 甲州 大和葡萄酒 産地：山梨 5000

2016 ボーグル・ヴィンヤーズ 品種：シャルドネ 産地：カリフォルニア 6000

2015 カンフー・ガール チャールズ・スミス 品種：リースリング 産地：ワシントン 6000

2016 ピノ・グリ ドミニク・エ・ジュリアン・フレイ 産地：アルザス 6000

2015 ピュリニー・モンラッシェ フローラン・ガローデ 産地：ブルゴーニュ 10000

2013 ムルソー ルイ・ラトゥール 産地：ブルゴーニュ 15000

2014 コルトン・シャルルマーニュ ルイ・ラトゥール 産地：ブルゴーニュ 25000



赤ワイン

ステーキ・ハウス ハウス・ワイン 品種：CS､SY､GN 産地：ﾜｼﾝﾄﾝ 5000

藍茜 シャトー・メルシャン 品種：MBA、M 産地：山梨 5000

2015 ブーン・ブーン チャールズ・スミス 品種：ｼﾗｰ 産地：ﾜｼﾝﾄﾝ 6000

2015 ツバキラベル オー・ボン・クリマ 品種：PN 産地：ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 8000

2014 プピーユ 品種：M 産地：ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 9000

2016 ミウラ モントレー・カウンティ 品種：PN 産地：ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 12000

2012 ヌマンシア 品種：ﾃｨﾝﾀ･ﾃﾞ･ﾄﾛ 産地：ｽﾍﾟｲﾝ-ﾄﾛ 13000

2010 シャトー・カマンサック 品種：CS、M 産地：ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 13000

2015 エス ジャンフランコ・フィノ 品種：ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰﾎﾞ 産地：ｲﾀﾘｱ-ﾌﾟｰﾘｱ州 16000

2017 ヴァントゥ ザヴィエ・ルイ・ヴィトン 品種：GN、SY、etc 産地：ﾛｰﾇ 21000 

2009 コルトン・グランセイ ルイ・ラトゥール 品種：PN 産地：ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 28000

1990 シャトー・デュクリュ・ボーカイユ 品種：CS､CF､M 産地：ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 35000

ハーフボトル

2015 ブルゴーニュ ピノ・ノワール ルイ・ラトｩール 産地：ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 4000

2006 シャトー・メルシャン 山梨ベリーＡ 無濾過 6000

1999 シャトー・ピュイグロー 品種：M、CF、CS、ﾏﾙﾍﾞｯｸ 産地：ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 6500


