
アサヒ　　ひとくち生ビール ¥430
　　Asahi draft Beer (Small)

アサヒ　　生ビール ピルスナー（300ml） ¥980
　　Asahi draft Beer (Pilsner)

瓶ビール　　各種 小瓶（334ｍｌ） ¥880
　（アサヒ・キリン・サッポロ・サントリー）

　　Bottled Beer (Asahi・Kirin・Sapporo・Suntory)

キリン零ICHI 小瓶（334ｍｌ） ¥740
　（ノンアルコールビール）
　　Kirin Free (Non alcohlic Beer)

百年梅酒 ¥730
　　Umesyu (Sake with Plum, unripe Japanese  apricots soaked in spirits)

熊彦 （原酒） たん熊オリジナル ¥880
ねのひ （本醸造） 愛知県産 ¥880
三千盛 （本醸造） 岐阜県産 ¥880
  Kumahiko (Tankuma original)
  Nenohi (Aichi)
  Michisakari(Gifu)

サントリー山崎12年 シングル ¥1,600
サントリー響 シングル ¥1,900
  Suntory Yamazaki
  Suntory Hibiki

ウーロン茶 ¥530
  Oolong Tea

コカ・コーラ ¥530
  Coca・Cola

ジンジャーエール ¥530
  Ginger Ale

ジュース（オレンジ・アップル） ¥530
  Orange Juice, Apple Juice

コーヒー ¥600
  Coffee

ミネラルウォーター（エビアン・ペリエ） ¥530
  Evian, Perrier

ビール　　Beer

燗酒　　Hot Sake

上記料金にはサービス料・消費税が含まれております。
The above prices include Tax & Service charge.

ソフトドリンク　　Soft Drinks

ウィスキー　　Whisky

梅酒　　Umesyu



熊彦　　～たん熊オリジナルシリーズ～

熊彦　～純米吟醸～
  Kumahiko ～Super Premium～

　酒米「五百万石」を100％使用し、

低温発酵させました。

醸造アルコールを加えていない

まろやかな味の純米吟醸

中辛 Medium Dry, Smooth flavor
総酸 1.4 Total Acids 1.4
アミノ酸 1.3 Amino Acids 1.3

一合 ¥1,500 180ｍｌ

四合ボトル ¥5,000 720ｍｌ(Bottle)

熊彦　～大吟醸～
  Kumahiko ～The highest Grade～

　ゆっくりと低温発酵させた

口当たりの良いふくらみのある味と

華やかな香りが特徴。

中辛 Medium Dry, Smooth flavor
総酸 1.2 Total Acids 1.2
アミノ酸 0.8 Amino Acids 0.8

300mlボトル ¥3,200 300ｍｌ(Bottle)

特選銘酒
Selected Japanese Sake

京都嵯峨野から周山街道を一路北へ進み、髙山寺で
有名な高尾を過ぎると北山杉の木立一色になります。
床桂を林立させた家並みが続く中、そこに掛川の上流と
北山杉のふる里、周山が有ります。
粒選りの地元酒造米と伝統ある技術を集結した手作りの地酒です。

京都北山の自然と清澄な大気そして掛川上流の伏流水を利用して譲した
『熊彦』はきめ細やかで喉ごしのよい香り高い地酒です。

上記料金にはサービス料・消費税が含まれております。
The above prices include Tax & Service charge.



蓬莱泉　純米大吟醸　美

　Houraisen Ultra Premium Bi 

　柔かな口当たりと、ふわりと広がる

華やかな吟醸香をお楽しみ下さい。

一合 ¥2,300 180ｍｌ

四合ボトル ¥9,000 720ｍｌ(Bottle)

義侠　純米吟醸　原酒

　Gikyo Super Premium

　米の旨みを最大限に引き出した透明感と

膨らみのある落ち着いた美味しさ。

食中酒としてお薦めです。

一合 ¥2,200 180ｍｌ

四合ボトル ¥8,500 720ｍｌ(Bottle)

 

上記料金にはサービス料・消費税が含まれております。
The above prices include Tax & Service charge.

愛知の銘酒
Aichi Sake



《辛口》 《Medium Dry》

八海山　（新潟） 純米大吟醸

　45%にまで精米した山田錦をベースとしています。

ふわっと広がる上品な甘やかさが料理を引き立てる

食中酒です。

一合 180ml ¥2,000
Battle（720ml） ¥7,400

  Very well balanced, light and smooth, goes down easy.

久保田　萬寿 （新潟） 純米大吟醸
  Kubota Manju (Nigata)

　珠玉の純米大吟醸。

久保田最高峰の存在感を主張します。

柔らかくふっくらと精魂こめて醸し出しました。

一合 180ｍｌ

  Very gentle and smooth, yet mellow.

菊姫　吟　（石川） 大吟醸
～The Highest Grade～

　吟醸酒とはどこまで洗練され得るか、篤姫の意欲と誇り、
持てる力の全てを注ぎこんだ大吟醸を超えた「超吟」が「吟」なのです。

四合ボトル Battle(720ml) ¥23,000

  Refined and super quality.

上記料金にはサービス料・消費税が含まれております。
The above prices include Tax & Service charge.

～Ultra Premium～

¥3,200

  Kikuhime Gin (Ishikawa)

特選銘酒
Selected Sake

  Hokkaisan (Niigata) ～Ｕltra Premium～

四合ボトル



《中辛》 《Medium Dry》

立山・雨晴　（富山） 純米大吟醸
～Ultra Premium～

　厳選された山田錦と五百万石を高精米にしたお酒。

奥深い甘みと喉越しと芳醇な香りが特徴です。

一合 180ml ¥2,500
四合ボトル Battle(720ml) ¥9,400

 Mellowrich and full flavored, easy to drink.

白鷲の城　（兵庫） 純米吟醸
  Shirasagi no shiro (Hyogo)～Super Premium～

　おだやかな吟醸香と米の旨みが調和した味わい

豊かな吟醸酒。

300ｍｌボトル Battle(300ml) ¥2,700

Gentle fragrance, well balanced with rice flavor.

《甘口》 《Sweet》

賀茂鶴ゴールド　（広島） 大吟醸
～The Highest Grade～

　優雅な香り、芳醇な味わい、そして花びらが舞うように

金箔が浮かぶのをお楽しみください。

     180ｍｌボトル ¥1,800

  Kamotsuru Gold (Hiroshima)

上記料金にはサービス料・消費税が含まれております。
The above prices include Tax & Service charge.

特選銘酒
Selected Sake

Tateyama・Ameharashi (Toyama)



上記料金にはサービス料・消費税が含まれております。
The above prices include Tax & Service charge.

アルコール５％の　軽やかな微発泡のお飲物。

すっきりとしたのどごしと　ほんのりと甘い口当たりが特徴です。

305ｍｌのボトル入り　1300円

スパークリング日本酒仕立て

うたかた　　u・ta・ka・ta



甕雫　　（宮崎）

　天保５年の創業以来の甕仕込みを継承。

芳醇な味わいが特徴。

ｸﾞﾗｽ Glass ¥1,500
一合 180ｍｌ ¥2,700

  A mellow mouthfeel.

森伊蔵　　（鹿児島）
  Moriizoh  (Kagoshima)

　有機栽培のサツマイモを時間をかけて熟成発行させた

かめ仕込の芋焼酎、甘みのある、まろやかな味わいと

上品で深みのある味をご堪能ください。

ｸﾞﾗｽ Glass ¥3,600
一合 180ｍｌ ¥6,800

  Gentle sweet, elegant and rich.

佐藤　黒　　（鹿児島）

　黒麹仕込み独特の強さとしっかりしたボディーを表現し

コガネセンガンの香ばしい香りとインパクトのある甘さ、
丁寧な熟成による繊細でなめらかな舌触りと
重厚な飲み応えを感じさせてくれます。

ｸﾞﾗｽ Glass ¥1,500
一合 180ｍｌ ¥2,700

  Full bodied, mature, smooth and rich mouthfeel.

上記料金にはサービス料・消費税が含まれております。
The above prices include Tax & Service charge.

プレミアム焼酎　　《芋》
Super Premium  Shochu

  Kameshizuku  (Miyazaki)

  Sato Kuro  (Kagoshima)



《芋》                   《Sweet Potato》

芋麹　芋　　(鹿児島）
  Imo  (Kagoshima)

　芋麹で仕込んだ芋100％の焼酎。

非常にキレのる味わい

　　グラス　　　　Glass ¥1,300

　　ボトル　Bottle(720ｍｌ） ¥9,500

  A pleasaant clean flavpr.

《麦》 《Wheat》

光年　　(三重） 銀座のすずめ　　（大分）
  Konen  (Mie)  Ginza no suzume (Oita)

　樽の香りと麦の風味が 　はじめはスッキリと淡麗ですが、じっくり

広がり、すっきりとした 味わうほどにスターフルーツやオレンジの

中にもコクのある味わい。 様な、ほのかに甘い香りが感じられます。

とてもなめらかな澄んだ味わいです。

グラス　　　　Glass ¥740 グラス　　　　Glass ¥800

ボトル Bottle(720ｍｌ） ¥5,500 ボトル　　Bottle(720ｍｌ） ¥6,000

  Full-bodied with the aroma of wheat.   Clean and neutral at first but, a subtle. Sweet fragrance

of star fruits and oranges appears. Very clear, smooth flavor.

上記料金にはサービス料・消費税が含まれております。
The above prices include Tax & Service charge.

特選焼酎
Selected Shochu, a clear distilled liquor



Meursalt

ムルソー　　　オリヴィエ・ルフレーヴ

フランス・ブルゴーニュ　　シャルドネ100％　　〈コクがあり非常に上品で複雑な辛口〉

　ブルゴーニュきっての白ワインの名手が手掛ける、ムルソー。ピュアな

果実味と長い余韻を楽しめる逸品。豊富なミネラルとコクを備えた

エネルギッシュなワインです。

ボトル　 Bottle ¥16,000

Pinot Gris Reserve

ピノ・グリ・レゼルヴ　　　トリンバック

フランス・アルザス　　ピノ・グリ100％ 　　〈爽やかで複雑な辛口〉

　フランス・アルザスの秀逸な造り手。シャープな中にも甘く香る果実感と

気持ちのいい酸味とコクのバランスはさすが！と楽しめるワイン。

ボトル　 Bottle ¥9,500

Bramito

ブラミート　　　アンティノリ

イタリア・ウンブリア　　シャルドネ100％ 　　〈コクのある上品な辛口〉

　イタリアの名門・アンティノリのボリューミー＆エレガントな白。豊かな風味と

溢れるミネラルが特徴の味わい深いワイン。飲みごたえだけでなく

フローラル感、ジューシー感、すべて楽しめます。

ボトル　 Bottle ¥8,000

IIIB & Auromon Blanc

トワベー・エ・オウモン・ブラン　ジャン・クロード・マス

フランス・ラングドック　　シャルドネ100％　　〈果実味たっぷりな辛口〉

　アーモンドやナッツの芳ばしい香りに、トロピカルフルーツを想わせる

エレガントでフルーティな風味と南フランスらしいふくよかな味わいが特徴です。

グラス Glass ¥1,400

ボトル　 Bottle ¥6,000

Vina Esmeralda

ヴィーニャ・エスメラルダ　　　トーレス

スペイン・カルターニャ　モスカテル、ゲヴェルツトラミネール

　　〈フローラルで飲みやすいやや辛口〉

　地中海のエメラルドグリーンをイメージして「エスメラルダ」と名付けられた。

マスカットやキンモクセイの甘美なアロマと、優しい甘さを兼ね備えた繊細で

香り高い辛口ワイン。

ボトル　 Bottle ¥5,000

※表紙価格には税金・サービス料が含まれております。　　The abode prices include Tax&Service charges.

白ワイン　〈 White Wine 〉



Echo de Lynch Bages

エコー・ド・ランシュ・バージュ　CH.ランシュ・バージュ

フランス・ボルドー 　　〈濃厚で非常に複雑なフルボディ〉

カベルネ・ソーヴィニヨン73％、メルロ23％、カベルネ・フラン4％

　ボルドーで人気のCH.ランシュ・バージュの格付け２級に匹敵するセカンドワイン。

強靭で芳醇なのに、見事に濃密でブラックベリーのフレーバーがチャーミングで

エレガント、魅力あふれるワインに仕上がっています。

ボトル　 Bottle ¥15,000

Clarendelle Rouge

クラレンドル・ルージュ　　クラレンス・ディロン・ワインズ

フランス・ボルドー 　　〈複雑で丸みのあるフルボディ〉

メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン

　五大シャトーCH.オー・ブリオンのチームが手掛けるカジュアルワイン。

最上級の技術を注ぎこみ、なめらかで格上の赤に仕上がっています。

ステーキやお肉料理にお勧めで、渋みのあるワインがお好きな方へお勧めです。

ボトル　 Bottle ¥9,000

Estate Selection The Plateau Pinot Noir
エステート・セレクション

ザ・プラトー・ピノ・ノワール　シレーニ・エステート

ニュージーランド・ホークスベイ 　　〈華やかな香りと酸味のミディアムボディ〉

ピノ・ノワール100％

　日本で輸入されているニュージーランドワインの中で、輸入量No.1.

ニュージーランドでは、ベスト赤ワインも受賞。冷涼な高地で造られる

ピノ・ノワールを使用した香り高く滑らかな味わい。

ボトル　 Bottle ¥8,000

Cabernet Sauvignon

ハーンカベルネ・ソーヴィニヨン　　ハーン・ワイナリー

アメリカ・カリフォルニア 　　〈濃厚なフルボディ〉

カベルネ・ソーヴィニヨン75％、メルロ11％、プティ・シラー9％、マルベック5％

　ラズベリーやカシスの明るいアロマにスパイスと焦げた香り…

凝縮された風味、重厚なる香り、いっぱいの褒め言葉が必要なカベルネ好きには

たまらないタイプのワインです。

グラス Glass ¥1,500

ボトル　 Bottle ¥6,500

Mouton Cadet Rouge

ムートン・カデ・ルージュ バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド

フランス・ボルドー 　　〈飲みやすいミディアムフルボディ〉

メルロ85％、カベルネ・ソーヴィニヨン10％、カベルネ・フラン5％

　格付け１級シャトームートン・ロスチャイルドを所有する名果が作るデイリーワイン。

カシスやハーブ、バニラのアロマに柔らかく熟した緻密なタンニンが溶け合った魅惑的な

味わい。

ボトル　 Bottle ¥5,000

※表紙価格には税金・サービス料が含まれております。　　The abode prices include Tax&Service charges.

赤ワイン　〈 Red Wine 〉



Moet et Chandon Brut Imperial
モエ・エ・シャンドン

ブリュット・アンペリアル　　モエ・エ・シャンドン

フランス・シャンパーニュ 　　〈シャープで複雑な辛口〉

ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネ

　３種類の葡萄が完璧に調和し、バランスが取れたエレガントな味わい。

新鮮なフルーツと花のやわらかな香り。

ボトル　 Bottle ¥11,000

Quartet Anderson Valley Brut

カルテット・アンダーソン・ヴァレーブリュット　ローデレール・エステート

アメリカ・カリフォルニア 　　〈白発泡・リッチでまろやかな辛口〉

シャルドネ約60％、ピノ・ノワール約40％

　本家のルイ・ロデレールと全く同じ手法を採用しながらも、青リンゴ、洋梨や

ヘーゼルナッツのような豊かなアロマで、細やかな泡とクリーミーながらも

フレッシュでエレガントな味わいをお楽しみ下さい。天婦羅やお寿司などにも相性は抜群！

ハーフボトル Half Bottle ¥5,000

ボトル　 Bottle ¥9,500

Pierre Zero Blanc de Blancs

ピエール・ゼロブラン・ド・ブラン　　レ・ドメーヌ・ピエール・シャヴァン

フランス　　シャルドネ、ミュスカ 　　〈シャープで複雑な辛口〉

　アルコール度数0.0％のノンアルコールスパークリング。クリーンで新鮮さがあり、

フルーツを感じる。冷やしてアペリティフに最高です。

グラス Glass ¥1,000

ボトル　 Bottle ¥4,800

Le Rose de Mouton Cadet

ル・ロゼ・ド・ムートン・カデ　　バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド

フランス・ボルドー 　　〈香り高くフレッシュな辛口〉

メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン

　シャトームートンのロスチャイルド家の精神を受け継ぐ、ムートン直系のワイン。

ラズベリー、レッドカラントの爽やかな赤系果実のアロマが香り、一級シャトーの

エッセンスを受け継いだ華やかなアロマが香る、フレッシュかつふくよかで

気品のある絶品ロゼ。

ボトル　 Bottle ¥5,000

※表紙価格には税金・サービス料が含まれております。　　The abode prices include Tax&Service charges.

〈Rose Wine〉

スパークリングワイン
〈Sparkling Wine〉

ノンアルコールスパークリング
〈Non Alcohol Sparkling〉

ロゼワイン
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	ドリンクメニュー5
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