ビール

【Beer】
道
北海

サッポロクラシック樽生（中グラス） …………………………… 720 円
Draft beer（M）“Sapporo Classic”

道
北海

サッポロクラシック樽生（小グラス） …………………………… 610 円
Draft beer（S）“Sapporo Classic”

道
北海

サッポロクラシック（中瓶）………………………………………… 830 円
Bottled beer（M）“Sapporo Classic”

限定

限定

限定

アサヒスーパードライ（中瓶） …………………………………… 830 円
Bottled beer（M）“Asahi Super Dry”
〈ノンアルコール〉

サッポロプレミアム（小瓶） ……………………………………… 610 円
Non-alcoholic bottled beer（S）“Sapporo Premium”

ソフトドリンク

【Soft Drink】

オレンジ ………………………………………………………………… 550 円
Orange Juice
トマト ……………………………………………………………………
Tomato Juice

550 円

コカ・コーラ ……………………………………………………………… 550 円
Coke
ジンジャーエール ……………………………………………………
Ginger ale

550 円

三ツ矢サイダー
Soda Pop

550 円

………………………………………………………

ウーロン茶 ……………………………………………………………… 550 円
Oolong Tea
コーヒー ………………………………………………………………… 550 円
Coﬀee
紅茶 ………………………………………………………………………… 550 円
Tea
カモミールティー …………………………………………………… 550 円
Chamomile Tea
＊記載料金には、消費税が含まれております。
＊All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax.

道
北海 【Sake】

地酒

特別純米

地酒

【北海道の日本酒 Hokkaido sake】

燗 二世古（ニセコ/150ml）（燗又は冷）……………………………… 750円
Special Junmai “ Niseko” (Niseko / 150ml) (Hot or Cold)
日本酒度 +9 酸度 1.6

“ 辛口ならこのお酒 ”

Japanese sake meter value +9, acidity 1.6

特別純米

天翔 男山（旭川/150ml） ………………………………………… 900円
Special Junmai “ Tenshō Otokoyama “(Asahikawa / 150ml)
日本酒度 +5 酸度 1.5

“ 芳醇でふくよかな味わいの純米酒です ”

Japanese sake meter value +5, acidity 1.5

【300ml Bottle sake】
本醸造

福司 生貯蔵酒（釧路/300ml） ……………………………… 1,200円
Hon jōzō“ Fukutsukasa nama chozō sake” (Kushiro / 300ml)
日本酒度 +4 酸度 1.3

“ フレッシュな香りとやや辛口の味わい ”

Japanese sake meter value +4, acidity 1.3

普通酒

燗 北の勝 大海（根室/300ml）（燗又は冷） ………………………… 1,350円
“ Kitanokatsu Taikai ” (Nemuro / 300ml) (Hot or Cold)
日本酒度 +1 酸度 1.3

“ 地元で最も愛されているお酒です ”

Japanese sake meter value +1, acidity 1.3

本醸造 おすすめ なまら超辛（札幌/300ml）

………………………………………

Hon jōzō “Namaratyokara” (Sapporo / 300ml)
日本酒度 +15 酸度 1.4

1,650円

“千歳鶴の中でも最も日本酒度高い辛口の酒。”

Japanese sake meter value +15, acidity 1.4

純米吟醸

燗 大雪（旭川/300ml）（燗又は冷） …………………………………… 1,850円
Junmai Ginjo “ Taisetsu” (Asahikawa / 300ml) (Hot or Cold)
日本酒度 +3 酸度 1.3

“ 芳香でありながら飲み口は淡麗。熱燗コンテストで金賞受賞 ”

Japanese sake meter value +3, acidity 1.3

普通酒

くにまれ

ましけ

国稀鬼ごろし（増毛/300ml） …………………………………… 2,000円
“ Kunimare Onigoroshi” (Mashike / 300ml)
日本酒度 +10 酸度 1.3

“ 国稀ならではのスッキリとした超辛口なお酒です ”

Japanese sake meter value +10, acidity 1.3

道
北海 【Daiginjo】

地酒

くにまれ

大吟醸

大吟醸
ましけ

国稀（増毛/720ml） ……………………………………………… 11,000円
Daiginjo “Kunimare” (Mashike / 720ml)
日本酒度 +5 酸度 1.4

“ 山田錦を 38% まで磨き上げた淡麗で気品ある味わい”

Japanese sake meter value +5, acidity 1.4
"Yamada Nishiki reﬁned to 38%. A smooth, refreshing and digniﬁed taste."

大吟醸

千歳鶴 吉翔（札幌/720ml） …………………………………… 13,200円
Daiginjo “Chitosetsuru Kissho” (Sapporo / 720ml)
日本酒度 +6 酸度 1.1

“ 果実のような華やかな香りに爽やかな余韻”

Japanese sake meter value +6, acidity 1.1 "A gorgeous, fruity aroma with a fresh aftertaste."
＊記載料金には、消費税が含まれております。
＊All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax.

日本酒
【全国の日本酒 Sake of Japan】
純米酒

燗 紀土 純米（和歌山/150ml）（燗又は冷）………………………… 650円
Junmai “ Kido ” (Wakayama/150ml) (Hot or Cold)
日本酒度 +4 酸度 1.5

“ 冷酒から熱燗まで楽しめるお酒です ”

Japanese sake meter value +4, acidity 1.5

特別純米

黒帯悠々（石川/150ml）……………………………………………
Special Junmai “ Kuroobiyūyū ” (Ishikawa / 150ml)

750円

日本酒度 +6 酸度 1.6 “ 辛口を感じさせない旨みがあり落ち着いた味わいのお酒です ”
Japanese sake meter value +6, acidity 1.6

本醸造

燗 日高見（宮城/150ml）（燗又は冷）………………………………… 900円
Hon jōzō “ Hidakami” (Miyagi / 150ml) (Hot or Cold)

日本酒度 +7 酸度 1.4 “ 辛口と、コクのほどよいバランスが非常に支持されている日本酒です ”
Japanese sake meter value +7, acidity 1.4

純米酒

燗 西の関 純米（大分/150ml）（燗又は冷）………………………
Junmai “ Nishinoseki ” (Ōita / 150ml) (Hot or Cold)

900円

日本酒度 -1.5 酸度 1.4 “ まろやかなふくらみを持つ芳醇タイプ。ぬる燗がおすすめです ”
Japanese sake meter value -1.5, acidity 1.4

【300ml Bottle sake】
ぼうしゃ

純米吟醸

雪の茅舎（秋田/300ml） ……………………………………… 2,950円
Junmai Ginjo “ Yukinobōsha ” (Akita / 300ml)

日本酒度 +2 酸度 1.6

“ きめ細やかな酸味と香味のバランスをお楽しみください。”

Japanese sake meter value +2, acidity 1.6

【お試し日本酒】

お試し飲み

下記の日本酒より一種類お選び下さい。
【北海道】二世古（ニセコ）、天翔 男山（旭川）
【全国】 紀土（和歌山）、黒帯悠々（石川）
日高見（宮城）、西の関（大分）
各1杯（90ml）…………
＊記載料金には、消費税が含まれております。
＊All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax.

450円

【Glass Wine】

グラスワイン

ミッシェル・リンチ・ブラン（750ml）
Michel Lynch Blanc …………………………………
白 / 辛口 / フランス

Bottle

White / Dry / France

ミッシェル・リンチ・ルージュ（750ml）
Michel Lynch Rouge …………………………………
赤 / ミディアムボディ / フランス

840 円
4,200 円

by the Glass
Bottle

Red / Medium-bodied/ France

【Champagne】

840 円
4,200 円

by the Glass

シャンパーニュ

モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル（375ml）
Moet＆Chandon Brut Imperial 1/2 Bottle ……………

7,700 円

マルキス デ ベル エアーズ ブリュット（750ml）
Marquis de Bel Aires Brut ……………………………………

7,700 円

辛口 / フランス・Dry / France

中辛口 / フランス・Medium dry / France

【Sparkling Wine】

スパークリング ワイン

アンジュエール（375ml）
Angeaile Blanc 1/2 Bottle …………………………………… 1,750 円
やや甘口 / スペイン・semi-sweet / Spain

すめ
おす

甲州 酵母の泡（720ml）
…………………………………………
Kōshū Kōbo no awa

4,400 円

セグラ ヴューダス レセルバ（750ml）
Segura Viudas Reserva …………………………………………

3,900 円

中辛口 / 日本・Medium dry / Japan

中辛口 / スペイン・Medium dry / Spain

サンテロ ピノ シャルドネ スプマンテ（750ml）
Santero Pinot Chardonnay Spumante

辛口 / イタリア・Dry / Italy ……………………………………………

＊記載料金には、消費税が含まれております。
＊All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax.

3,600 円

【White Wine】
北海道

地酒

白ワイン

バレルふらの（720ml）
Barrel Furano ……………………………………………………… 5,500 円
中辛口 / 北海道・Medium dry / Hokkaido

ボッラ ソアーヴェ クラッシコ（375ml）
Soave Classico（Bolla） ………………………… 1/2 Bottle 2,200 円
辛口 / イタリア・Dry / Italy

ラブレ・ロワ シャブリ（375ml）
Chablis（Laboure Roi） ………………………… 1/2 Bottle

5,500 円

コノ スル ゲヴュルツトラミネール ヴァラエタル（750ml）
Cono Sur Gewurztraminer Varietal …………………………

3,300 円

辛口 / フランス・Dry / France

辛口 / チリ・Dry / Chile

ドメーヌ デュ セレ シャルドネ（750ml）
Chardonnay（Domaine du SERRET） ……………………… 3,500 円
辛口 / フランス・Dry / France

ドメーヌ ツィント フンブレヒト ピノ ブラン（750ml）
Pinot Blanc（Domaine Zind Humbrecht） …………………
辛口 / フランス・Dry / France

5,700 円

ヴィッラ・スパリーナ ガーヴィ デル コムーネ ディ ガーヴィ（750ml）
Gavi del Comune di Gavi（Villa Sparina) ………………… 6,300 円
辛口 / イタリア・Dry / Italy

ウィリアム フェーブル シャブリ ヴァイヨン（750ml）
Chablis Vaillons（William Fevre) ……………………………
辛口 / フランス・Dry / France

すめ
おす

コンドリュー アムール ド デュー（750ml）
Condrieu Amour de Dieu（Jean Luc Colonbo)

…………

中辛口 / フランス・Medium dry / France

【Rose Wine】
すめ
おす

8,800 円

11,000 円

ロゼワイン

プロポーズ（750ml）
Propose（NIKI Hills Winery) …………………………………
中辛口 / 北海道 余市・Medium dry / Hokkaido Yoichi

＊記載料金には、消費税が含まれております。
＊All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax.

7,400 円

【Red Wine】
北海道

地酒

赤ワイン

グランポレール北海道ツヴァイゲルトレーベ（750ml）
Grand Polaire Hokkaido Zweigeltrebe ………………………
中辛口 / ミディアムボディ / 北海道
Medium dry / Medium-bodied / Hokkaido

北海道

地酒

7,400 円

十勝ワイン 清見（720ml）
Tokachi Kiyomi ……………………………………………………… 7,700 円
辛口 / ミディアムボディ / 北海道
Dry / Medium-bodied / Hokkaido

かみのやま中島畑メルロー（750ml）
Kaminoyama nakajima hatake Merlot

…………………………

フルボディ / 山形
Full-bodied / Yamagata

7,700 円

ムートン カデ ルージュ（375ml）
Mouton Cadet Rouge ……………………………… 1/2 Bottle 2,400 円
中辛口 / ミディアムボディ / フランス
Medium dry / Medium-bodied / France

コノ スル オーガニック カベルネ カルメネール（750ml）
Cono Sur Organic Cabernet Carmenere …………………… 3,500 円
中辛口 / フルボディ / チリ
Medium dry / Full-bodied / Chile

ヴィラ デ パン ピノ ノワール（750ml）
Pinot Noir（Villa des Pins） ……………………………………
中辛口 / ミディアムボディ / フランス
Medium dry / Medium-bodied / France

3,500 円

ジャン ジャック ドミニク テロワール セレクション ピノ ノワール（750ml）
Jean Jacques Dominique Terroir Selection Pinot Noir … 3,800 円
辛口 / ミディアムボディ / フランス
Dry / Medium-bodied / France

ファミーユ ペラン ヴァケラス レ クリスタン（750ml）
Vacqueyras Les Christins（Famille Perrin） ……………
辛口 / フルボディ / フランス
Dry / Full-bodied / France

サヴィニー レ ボーヌ レ プイエ（750ml）
Savigny les Beaune Les Peuillets ……………………………
（Jean Michel Giboulot）
辛口 / フルボディ / フランス
Dry / Full-bodied / France

＊記載料金には、消費税が含まれております。
＊All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax.

6,600 円

9,300 円

【Shochu】

焼酎
【グラス (Glass)】

ばれいしょ

じゃがいも 北海道

馬鈴薯（北海道・清里町） ………………………………………
Shochu made from potato “Bareisho” (Kiyosato, Hokkaido)

700円

北海道

鍛高譚（北海道・白糠町） ………………………………………
Shochu made from shiso“Tantakatan”(Shiranuka,Hokkaido)

600円

麦

中々（宮崎） ……………………………………………………
Shochu made from wheat“Nakanaka”(Miyazaki)

650円

芋 北海道
地酒

喜多里（北海道・厚沢部町） ………………………………………
Shochu made from potato“Kitasato”(Assabu,Hokkaido)

650円

芋

明るい農村（鹿児島） …………………………………………… 650円
Shochu made from potato“Akarui nō son”(Kagoshima)

芋

佐藤 黒（鹿児島） ……………………………………………
Shochu made from potato“Satō kuro”(Kagoshima)

米

山翡翠（宮崎） ………………………………………………… 700円
Shochu made from rice“Yamasemi”(Miyazaki)

地酒

しそ 地酒

たんたかたん

750円

やませみ

【ボトル (Bottle) (720m)】
ばれいしょ

じゃがいも 北海道
地酒

馬鈴薯（北海道・清里町） ……………………………………… 4,200円
Shochu made from potato “Bareisho” (Kiyosato, Hokkaido)

しそ 北海道

鍛高譚（北海道・白糠町） ……………………………………… 3,600円
Shochu made from shiso“Tantakatan”(Shiranuka,Hokkaido)

地酒

中々（宮崎） …………………………………………………… 3,900円
Shochu made from wheat“Nakanaka”(Miyazaki)

麦

芋

たんたかたん

北海道

地酒

喜多里（北海道・厚沢部町） …………………………………… 3,900円
Shochu made from potato“Kitasato”(Assabu,Hokkaido)

芋

明るい農村（鹿児島） ………………………………………
Shochu made from potato“Akarui nō son”(Kagoshima)

3,900円

芋

佐藤 黒（鹿児島） …………………………………………
Shochu made from potato“Satō kuro”(Kagoshima)

4,500円

米

山翡翠（宮崎) ………………………………………………… 4,200円
Shochu made from rice“Yamasemi”(Miyazaki)

やませみ

＊記載料金には、消費税が含まれております。
＊All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax.

【Fruit Liquor】
北海道

地酒

フルーツリキュール

国士無双 梅酒（北海道） ………………………………………………
Plum liquor “Kokushimuso”（Hokkaido） (Rocks or Soda)
日本酒ベースの梅酒

650 円

日本酒のコクと旨みのバランスが取れた梅酒です。

梅乃宿 あらごし梅酒（奈良） ……………………………………… 850 円
Plum liquor “Umenoyado” (Nara) (Rocks or Soda)

濃厚な味わいを存分にお楽しみいただける、デザート梅酒です。

陽のしずく ゆず（宮城） …………………………………………… 750 円
Yuzu liquor “Hinoshizuku” (Miyagi) (Rocks or Soda)

【Whisky】

ウイスキー

ネヴィス デュー（Single） ………………………………………… 650円
“Nevis Dew”(Rocks or Water or Soda)

サントリーリザーブ（Single） …………………………………

850円

ニッカ竹鶴ピュアモルト（Single） ……………………………

950円

“Suntory Reserve” (Rocks or Water or Soda)

北海道

地酒

“Nikka Taketsuru Pure malt” (Rocks or Water or Soda)

【Sour】

サワー

レモンサワー ………………………………………………………… 550円
Lemon sour

グレープフルーツサワー ………………………………………… 550円
Grapefruit sour

ライムレモンサワー ………………………………………………

550円

巨峰サワー ……………………………………………………………

550円

Lime lemon sour
Grape sour

ウーロン割り ………………………………………………………… 550円
Oolong split

＊記載料金には、消費税が含まれております。
＊All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax.

