
当店の価格は全て税抜表示となっております。

料理は食材の都合により、予告なく変更する場合がございます。

あらかじめご了承くださいませ。

お飲み物



『冷酒』

・久保田 百寿（新潟）本醸造 700 円

・天青 風露（神奈川）特別本醸造 800 円

・菊姫 先一杯（石川）純米 800 円

・一白水成 青ラベル（秋田）純米吟醸 1,000 円

・四季桜 花神（栃木）特別本醸造 1,000 円

・浦霞（宮城）純米 1,000 円

・乾坤一 雄町（宮城）純米吟醸 1,200 円

・羅生門 鳳寿（和歌山）純米大吟醸 1,400 円

『燗酒』

・春霞（秋田）純米 800 円

・黒龍 九頭龍（福井）大吟醸 1,200 円

日本酒 一合

・羽根屋 煌火（富山）純米吟醸 5,000 円

・酔鯨 吟寿（高知）純米吟醸 6,000 円

・松の司 ブルー（滋賀）純米吟醸 6,000 円

・山形正宗 赤磐雄町（山形）純米吟醸 7,600 円

・而今（三重）純米吟醸 8,000 円

・黒龍 龍（福井）大吟醸 10,000 円

・羅生門 龍寿（和歌山）純米大吟醸 13,000 円

・黒龍 火いら寿（福井）純米大吟醸 13,000 円

・飛露喜 特選（福島）純米大吟醸 13,000 円

・黒龍 石田屋（福井）純米大吟醸 28,000 円

・伯楽星 残響（宮城）純米大吟醸 40,000 円

黒澤特選限定酒 四合瓶

・シャンパン バロン ド ロスチャイルド

フルボトル 10,000 円

ハーフボトル 5,500 円 

・フィリポナ レゼルヴ ロゼ ブリュット 12,000 円

Champagne シャンパーニュ

・モンテオーロ・ヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラ

（イタリア／サルデーニャ） 4,700 円

・ガヴィ（イタリア／ピエモンテ） 5,000 円

・クロデュ ヴァル シャルドネ

（カリフォルニア／ナパバレー） 7,500 円

・クラレンドル ブラン（フランス／ボルドー） 8,000 円

・ムルソー（フランス／ブルゴーニュ） 17,000 円

Vin Blanc 白ワイン

『フランス ブルゴーニュ』

・シャトーヌフデパプ '11（ドメーヌ デ セネショー） 12,000 円

・サヴィ二ー・レ・ボーヌ '10（セガン マニュエル） 15,000 円

・ヴォーヌ ロマネ '11（フランソワ ラマルシュ） 18,000 円

・エシェゾー '11（モンジャール ミュニュレ） 26,000 円

『フランス ボルドー』

・シャトー バルド オー '02（サン テミリオン） 10,000 円

・シャトーソシアンド マレ '08（オー メドック） 12,000 円

・シャトー ラグランジュ '12（サン ジュリアン） 15,000 円

・シャトー コスデストゥルネル '06（サンテステフ） 25,000 円

・シャトー ラフィット ロートシルト '02（ポイヤック） 60,000 円

『カリフォルニア』

・クロ デュヴァル カベルネソーヴィニヨン '12

（ナパ ヴァレー） 9,000 円

・フランシス フォード コッポラ ディレクターズカット '12

（アレキ サンダー ヴァレイ） 11,000 円

『イタリア』

・エリゼオ ロッソ（トスカーナ） 5,000 円

・イル・パッソ（シチリア） 5,000 円

Vin Rouge 赤ワイン



『麦』

・兼八（大分） 700 円（グラス）

・特蒸 泰明（大分） 700 円（グラス）

 4,700 円（四合瓶）

・隠し蔵の三悪人（宮崎） 900 円（グラス）

 6,600 円（四合瓶）

・百年の孤独（宮崎） 1,400 円（グラス）

 14,000 円（四合瓶）

『芋』

・三岳（鹿児島） 700 円（グラス）

 5,700 円（五合瓶）

・侍士の門（鹿児島） 900 円（グラス）

 6,600 円（四合瓶）

・佐藤 黒（鹿児島） 900 円（グラス）

 6,600 円（四合瓶）

・安納（鹿児島） 1,200 円（グラス）

 9,500 円（四合瓶）

『蕎麦』

・豪気（福岡） 700 円（グラス）

 4,700 円（四合瓶）

・そば黒 御幣（宮崎） 900 円（グラス）

 6,600 円（四合瓶）

焼酎

・ミネラルウォーター 200 円

・烏龍茶 400 円

・コカコーラ 400 円

・林檎果汁 400 円

・ノンアルコールビール 500 円

・サンペレグリノ 700 円

・コーヒー 600 円

ソフトドリンク

『生ビール』

・サントリー　ザ プレミアムモルツ 750 円

『ビール中瓶』

・サントリー　モルツ

・キリン　ラガー

・アサヒ　スーパードライ

・サッポロ　黒ラベル

 各 750 円

・サッポロ　エビス 830 円

ビール

ロック、水割、お湯割り、ソーダ割り

・雑賀梅清酒（和歌山） 700 円（グラス）

梅酒

ロック、水割、お湯割り、ソーダ割り

・山崎 12 年 1,100 円（グラス）

 18,000 円（ボトル）

・響 17 年 1,300 円（グラス）

 22,000 円（ボトル）

ウィスキー


