
アルコール 

 

生ビール 

アサヒスーパードライ    550円（税込605円） 

 

瓶ビール 

キリン一番絞り    580円（税込638円） 

サントリープレミアムモルツ   580円（税込638円） 

アサヒスーパードライ    580円（税込638円） 

 

 

地 酒 

澤乃泉 特別純米酒    グラス  550円（税込605円） 

一 合  850円（税込935円） 

二 合 1,500円（税込1,650円） 

 

澤乃泉 大吟醸    グラス   850円（税込935円） 

一 合 1,500円（税込1,650円） 

二 合 2,700円（税込2,970円） 

 

澤乃泉 本醸造 熱燗    一 合   750円（税込825円） 

 

●澤乃泉 石越醸造 

宮城県登米市石越町の豊かな田園地帯にある小高い丘で、湧き水を使用し良質

なお酒を造っている蔵元です。杜氏の技術は高く、厚生労働省より「現代の名

工」にも選ばれました。特別純米酒はすっきりとした淡麗な辛口のお酒で料理

にも合い文左一押し大吟醸もフルーティーな香りの中にしっかりと米の旨みが

生きています。 

 

 

一ノ蔵 ひめぜん      300ml 1,200円（税込1,320円） 

 

●ひめぜん 一ノ蔵 

宮城県松山町一ノ蔵の酒造りは、あくまでも「手造り」にこだわり、杜氏を始

めとする40余りの蔵人が伝統の技を日々頑なに守り続けています。ひめぜんは

、低アルコール酒で、フルーティーで柔らかい甘さがあり、料理とのバランス

も良いお酒です。 

 



スパークリングワイン 

ガンチア・アスティ・スプマンテ         4,200 円（税込 4,620 円） 

ハーフ  375ml   2,700 円（税込 2,970 円） 

イタリアガンチア社のマスカット 100％の甘口発砲ワイン。爽やかな甘さが特

徴のスパークリングワインです。 

 

グラスワイン 

WB シャルドネ（白）     600円（税込660円） 

 

WB カベルネソーヴィニヨン（赤）  600円（税込660円） 

 

白ワイン 

WB シャルドネ ロバート・モンダヴィ  2,800円（税込3,080円） 

カリフォルニアの名門ロバート・モンダヴィの爽やかな白ワイン。洋ナシ、り

んご、柑橘類やトロピカルフルーツを思わせるような香りと味わいです。 

 

シェラー シュヴァルツ カッツ ブルー（キャットボトル） 

500ml   3,500円（税込3,850円） 

黒猫で親しまれているグスタフ・アドルフ・シュミットのスィートなドイツワ

イン。キュートなブルーの猫型ボトルはそのままお持ち帰りいただけます。記

念に嬉しいワインです。 

 

ロスヴァスコス ソーヴィニヨンブラン   3,200円（税込3,520円） 

ボルドーの名門ロスチャイルド家が土壌と気候のよい南米チリで手掛けたワイ

ン。爽やかでジューシーな口当たりにミネラル感とエレガンスのバランスがと

れていて、余韻も楽しめます。 

 

シャブリ ウィリアムフェーヴル         7,300円（税込8,030円） 

ハーフ 375ml   3,800円（税込4,180円） 

ウィリアムフェーヴル氏はシャブリで最も高名な人物の一人。シャブリならで

はの切れ味のいい酸味と豊かなミネラル分そしてみずみずしい果実味を併せ持

ちシャープでしかもリッチな味わいです。 

 

 

 



赤ワイン 

WB カベルネソーヴィニヨン ロバート・モンダヴィ 

2,800円（税込3,080円） 

カリフォルニアの名門ロバート・モンダヴィの爽やかな赤ワイン。ブラック 

ベリーやラズベリーのような豊かな味わいにほのかに効いたスパイスのアク 

セント。 

 

ロスヴァスコス カベルネソーヴィニヨン 3,200円（税込3,520円） 

ボルドーの名門ロスチャイルド家が土壌と気候のよい南米チリで手掛けたワ 

イン。カベルネソーヴィニヨン特有のタンニンが楽しめ、清々しい気品が 

漂います。 

 

ロートシルド ボルドーレゼルブ     5,500円（税込6,050円） 

ボルドーを代表する名シャトー、ラフィットのセカンドラベル。ボルドーな 

らではのブラックベリーを思わせる深い味わいにエレガントな余韻が楽しめ 

ます。 

焼 酎 

佐藤（麦）25度    グラス        780円（税込858円） 

ボトル 720ml   6,800円（税込7,480円） 

佐藤の麦焼酎です。麦の香ばしさに濃厚な旨みが凝縮され、まろやかな中に深

い味わいがあります。 

 

黒伊佐錦（芋）25度   グラス       650円（税込715円） 

ボトル 720ml   3,300円（税込3,630円） 

焼酎のふるさと鹿児島の伊佐市は、気候や良質の水など、焼酎造りの天然環境

に恵まれています。黒伊佐は焼き芋のように甘く香ばしい香り。華やかな香り

とこくがあり芋の旨みがしっかり出ています。 

 

晴耕雨読（芋）25度   グラス       800円（税込880円） 

ボトル 720ml   4,500円（税込4,950円） 

鹿児島揖宿郡産の黄金千貫を100%使用し、白麹で仕込んだ本格芋焼酎。ラベ

ルは「人生なかばを過ぎ、戴く仕事の重責、益々重く一時のゆとりを求めたし

人生最高の楽しみは贅沢栄達にあらず煎り豆をかじり歴史の英雄豪傑を罵倒す

る酒と楽しむ読書にこそあり」と詠われています。 

 

刀（芋）25度         ボトル 720ml 5,000円（税込5,500円） 

鹿児島県揖宿郡頴娃町産の紅さつまを100％使用し、白麹で仕込みました。「

本格焼酎は日本が世界に誇れる蒸留酒」との想いから2002年より全日空ANA

の国際線で機内販売されています。 



カンゴシナ（芋）44度    ボトル 500ml 9,000円（税込9,900円） 

鹿児島産黄金千貫を100％使用し仕込んだ初留取りです。カンゴシナは16世紀

ヨーロッパで描かれた地図に記載されている黄金伝説ジパングの入口にある鹿

児島の事。なんとも甘いスイートポテトの様な香りを楽しませてくれます。 

 

梅 酒 

 

あらごし梅酒      グラス 500円（税込550円） 

吉野梅の香り高い果肉が口の中いっぱいに広がる、デザート梅酒です。 

 

加賀の梅酒      グラス 550円（税込605円） 

北陸で採れた新鮮な紅映梅（べにさしうめ）と白山の伏流水が作った、上品な

味わいの梅酒です。2013年、ノーベルナイトキャップ（ノーベル賞授賞式後

のパーティー）に梅酒として初採用。 

 

ウイスキー 

 

バランタイン12年 グラス   700円（税込770円） 

ハイボール  700円（税込770円） 

ボトル  720ml    7,700円（税込8,470円） 

 

ニッカ 伊達  グラス   770円（税込847円） 

ハイボール  770円（税込847円） 

ボトル  720ml   11,200円（税込12,320円） 

 

ニッカ 竹鶴  グラス   770円（税込847円） 

ハイボール  770円（税込847円） 

ボトル  720ml   11,200円（税込12,320円） 

 

 

●ニッカウヰスキー 

宮城県仙台市に蒸留所を有する(仙台宮城峡蒸留所)ニッカウヰスキーが、自然

に育まれたウイスキーとして地元宮城の皆様とつくり上げた数量限定のこだわ

りのブレンデットです。しっかりした樽熟成香とシェリー酒樽に由来するレー

ズン、杏を思わせる甘さとが強く調和。クリーミー感のある甘さと優しい絹の

ような味わいです。 

 

 

 



カクテル 

 

抹茶割り焼酎（おづつみ園抹茶使用）  500円（税込550円） 

明治初年以来、昔ながらの伝統工法と有機肥料にこだわり続け、「色よし味よ

し香りよし」と唄われているお茶の老舗「おづつみ園」。埼玉県春日部市の茶

畑にて自然の循環とお客様の健康を大切に考えている老舗の抹茶を、焼酎割で

お楽しみください。 

 

サムライロック    670円（税込737円） 

日本酒を使ったオーソドックスなカクテルです。日本酒の甘さライムのキリリ

とした風味の調和をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ノンアルコール 

ビール 

キリンゼロイチ    500円（税込550円） 

サントリーオールフリー   500円（税込550円） 

アサヒドライゼロ    500円（税込550円） 

 

梅 酒 

まるで梅酒      450円（税込495円） 

熟成された紀州梅を使い、サントリーが独自の製法により造ったノンアルコー

ル梅酒です。 

スパークリング 

デュク ドゥ モンターニュ       グラス   600円（税込660円） 

ボトル 2,700円（税込2,970円） 

文左おすすめのノンアルコールドリンクです。シャンパンのような贅沢な雰囲

気を楽しめます。 

 

日本酒 

澤乃泉サイダー    600円（税込660円） 

宮城県北の登米市唯一の酒蔵「澤乃泉」の酒粕を粉末にした酒粕パウダーを使

用。まろやかで、日本酒と思える香りがほのかにします。口に含んだ瞬間は、

日本酒のような甘さがひろがり一瞬で消えていきます。 

 

カクテル 

シンデレラ     600円（税込660円） 

オレンジ、レモン、パイナップルの果汁がバランス良くミックスされたパイナ

ップルの香りが印象的で、やや酸味のあるトロピカルな味わいです。女性だけ

が飲むことを許され、人生を変えるかもしれない魔法のカクテルです。 

 

サラトガクーラー    500円（税込550円） 

ライムの香り爽やかなカクテルです。 

 

シャーリーテンプル    500円（税込550円） 

女性に人気の、ざくろを使ったおすすめのカクテルです。 

 



柚子の雫     500円（税込550円） 

柚子の風味豊かな少し甘めのカクテルです。 

 

朝 霧      500円（税込550円） 

グレープフルーツの酸味とトニックウォーターのほろ苦さが絶妙です。 

 

カシスソーダ     500円（税込550円） 

人気のカシスもノンアルコールで楽しめます。 

 

カシスオレンジ    500円（税込550円） 

カシスとオレンジのフルーティーさが満喫できるカクテルです。 

 

カシス生グレープフルーツ    660円（税込726円） 

搾りたてのグレープフルーツの酸味と香りをお楽しみいただけます。 

 

エルダーフラワーソーダ   600円（税込660円） 

マスカットのような爽やかな甘い香りが特徴です。ヨーロッパでは人気の高い

ハーブの一種で、美容と健康を気にする人々の間で親しまれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ソフトドリンク 

りんご酢ジュース     450円（税込495円） 

ざくろ酢ジュース     450円（税込495円） 

スパークリングティー    450円（税込495円） 

勝沼ぶどう      450円（税込495円） 

マンゴージュース     350円（税込385円） 

オレンジジュース     350円（税込385円） 

アセロラジュース     350円（税込385円） 

カルピス     350円（税込385円） 

ホットカルピス    350円（税込385円） 

ジンジャーエール     350円（税込385円） 

コーラ      350円（税込385円） 

ウーロン茶     350円（税込385円） 

ホットウーロン茶    350円（税込385円） 

コーヒー（ホット）    350円（税込385円） 

紅茶（ダージリン・アッサム・アールグレイ） 350円（税込385円） 

美肌茶      500円（税込550円） 

気巡茶      500円（税込550円） 

ルイボスティー（ホット・アイス）  500円（税込550円） 


