
～Blended Whiskey～　（ブレンドウィスキー/ヴァテッド）
Shot

ホワイト＆マッカイ　スペシャル ¥1,000
デュワーズ ¥1,000
カティサーク ¥1,000
ジョニーウォーカー・レッドラベル ¥1,000
グランツ ¥1,100
J＆B ¥1,100
フェイマスグラウス ¥1,300
バランタインファイネスト ¥1,300
ジョニーウォーカー・ブラックラベル ¥1,300
デュワーズ12年 ¥1,500
バランタイン12年 ¥1,500
ディンプル12年 ¥1,500
シーバスリーガル12年 ¥1,980
ブラックボトル ¥1,980
オールドパー12年 ¥1,980
ジョニー・ウォーカー・ゴールドラベル ¥2,980
シーバスリーガル　ミズナラエディション ¥3,000
シーバスリーガル18年 ¥3,980
バランタイン17年 ¥3,980
シーバスブラザーズ　センチュリーオブモルト(ヴァテッド) ¥3,980
ウシュクベリザーブ ¥4,000
オールドパー18年 ¥4,980
ホワイト＆マッカイ　21年 ¥4,980
ジョニーウォーカー・ブルーラベル ¥5,000
ロイヤルハウスホールド ¥5,000
バランタイン21年 ¥5,980
バランタイン18年 ¥7,980
オールドパー　カスクストレングス(ヴァテッド) ¥10,000
ホワイト＆マッカイ30年 ¥10,000
フェイマスグラウス30年(ヴァテッド) ¥10,000
バランタイン30年 ¥10,000
ブルーハンガー30年(BBR社) ¥10,000
スピリットオブフリーダム　30年 ¥10,000
カティサーク25年　(ヴァテッド) ¥19,800
ジョニー・ウォーカー・ブルー　キング・ジョージ5世 ¥30,000
バランタイン30年オールドボトル ¥30,000
ロイヤルサルート ¥49,800
カティサーク33年 ¥49,800
ザ・ロイヤル・ハウスホールド ¥59,800
アイル・オブ・スカイ　50年 ¥100,000

Whiskey



～Islay Malt～　（アイラモルト）

～BOW MORE～ Shot

ボウモア　レジェンド ¥1,980
ボウモア　10年 ¥1,980
ボウモア　12年 ¥1,980
ボウモア　9年 ¥2,980
ボウモア　ヴォルト ¥3,980
ボウモア　ダーケスト ¥3,980
ボウモア　カスクストレングス ¥3,980
ボウモア　ブラックロック ¥3,980
ボウモア　テンペスト　2011 ¥3,980
ボウモア　テンペスト　54.9% ¥4,980
ボウモア　17年　ホワイトサンズ ¥4,980
ボウモア　15年　５１．７％アイラフェス ¥5,980
ボウモア　スプリングタイド ¥5,980
ボウモア　18年 ¥6,980
ボウモア　Wデビル ¥9,990
ボウモア　ヴォヤージュ ¥13,000
ボウモア　２３年 ¥18,000
ボウモア　ミズナラ ¥22,000
ボウモア　25年 ¥29,800
ボウモア　28年 1988-2017 ¥29,800
ボウモア　30年 ¥39,800
ボウモア　37年　(希少ボトル） ¥70,000
ブラックボウモア　（42年　シェリーカスク） ¥130,000
ホワイトボウモア　（43年　バーボンカスク） ¥140,000
ゴールドボウモア　（44年幻のウイスキー） ¥150,000

～LAGAVULIN～
ラガーヴーリン　❝AS WE GET IT❞ ¥2,980
ラガーヴーリン　８年 ¥3,980
ラガーヴーリン　11年　ギネスカスクフィニッシュ ¥3,980
ラガーヴーリン　12年　（サードカスク） ¥3,980
ラガーヴーリン　16年 ¥3,980
ラガーヴーリン　ダブルマチュアード ¥4,800
ラガーヴーリン　19年アイラフェス ¥9,980
ラガーヴーリン　13年　❝AS WE GET IT❞55.2％ ¥13,000
ラガーヴーリン　25年　200周年 ¥29,800
ラガーヴーリン　37年 ¥70,000

～CAOL ILA～
カリラ　12年 ¥1,980
カリラ　MOCH ¥2,980
カリラ　15年　ノンピート ¥3,980
カリラ　ダブルマチュアード ¥4,980
カリラ　１８年（イエローラベル） ¥6,980
カリラ　ナチュラル　カスクストレングス 61.3% ¥10,000
カリラ　30年 ¥39,800
カリラ　35年 ¥49,800



～Islay Malt～　（アイラモルト）

～LAPHROAIG～ Shot

ラフロイグ　10年 ¥1,980
ラフロイグ　セレクトカスク ¥1,980
ラフロイグ　クォーターカスク ¥2,500
ラフロイグ　LORE ¥3,980
ラフロイグ　レガシーエディション ¥3,980
ラフロイグ　FOUR OAK ¥3,980
ラフロイグ　AN CUAN MOR ¥3,980
ラフロイグ　QA ¥3,980
ラフロイグ　BRODIR ¥3,980
ラフロイグ　PX　（シェリー樽） ¥3,980
ラフロイグ　トリプルウッド ¥4,980
ラフロイグ　カスク56.3度 ¥5,980
ラフロイグ　200周年　15年 ¥5,980
ラフロイグ　カスク　59.9度 ¥5,980
ラフロイグ　18年 ¥6,980
ラフロイグ　カスク10年　55.7％（カスク） ¥8,980
ラフロイグ　Batch1 57.8%（カスク） ¥7,980
ラフロイグ　イアンマクロード　57.4% ¥8,980
ラフロイグ1990　ＢＢＲ ¥10,000
ラフロイグ　21年 ¥13,800
ラフロイグ　25年 ¥19,800
ラフロイグ　25年　カスクストレングス52％ ¥19,800
ラフロイグ　30年　(ママ一押し！） ¥49,800
ラフロイグ　40年 ¥150,000

～ARD BEG～
アードベッグ　10年 ¥1,980
アードベッグ　アン・オー ¥3,980
アードベック オーリヴェルデ ¥3,980
アードベッグ　パーペチュウム ¥3,980
アードベッグ　アリゲーター ¥3,980
アードベッグ　ウーガダール ¥3,980
アードベッグ　コリーブレカン ¥4,980
アードベック　ケルピー ¥5,980
アードベック　キルダルトン（日本未入荷） ¥6,980
アードベッグ　7年　（ウィスキーエクスチェンジ社） ¥8,980
アードベッグ　6年　（ウィスキーエクスチェンジ社） ¥8,980
アードベッグ　1990　アーリーナム・ビースト ¥10,000
アードベッグ　オールモスト・ゼアー ¥13,000
アードベッグ　ルネッサンス ¥13,000
アードベッグ　スティルヤング ¥14,800
アードベッグ　ベリーヤング ¥19,800
アードベック　21年 ¥19,800
アードベッグ　30年 ¥39,800
アードベッグ　プロヴナンス　1974 ¥69,800

～BRUICHLADDICH～
ブルイックラディ　15年 ¥3,000
オクトモア ¥3,980

ブルイックラディ　20年　（蒸留所限定） ¥8,980

～KILCHOMAN・BUNNAHABHAIN・PORT ELLEN～
ブナハーヴン・シェリーカスク14年（ウィスキーフェスティバル出品） ¥4,000
ブナハーブン35年　（カスク、ハートブラザーズ） ¥19,800
ポートエレン25年　（お得ボトル） ¥59,800
ブナハーブン34年　（蒸留所最後の1本） ¥69,800
ポートエレン37年 ¥100,000



～Speyside Malt～　（スペイサイドモルト）

～MACALLAN～ Shot

マッカラン　現行 ¥2,980
アンバー・ザ・マッカランリキュール（終売品） ¥8,000
マッカラン1990　（ゴードン＆マクファイル） ¥8,000
マッカランゴールデンプロミス　（ゴードン＆マクファイル） ¥8,000
マッカラン12年（オールドボトル） ¥12,000
マッカラン10年 ジオベッティ　特級 ¥19,800
マッカラン36年　（マーレイマクダビット） ¥20,000
マッカラン1973　（ゴードン＆マクファイル） ¥29,800
マッカランレプリカ1841 ¥29,800
マッカラン12年　（ジオベッティ） ¥29,800
マッカラン12年　（1970年代ボトル） ¥39,800
マッカラン10年　カスクストレングス　57％ ¥39,800
マッカラン18年　1986　（オールドボトル） ¥39,800
マッカラン18年　1983 ¥49,800
マッカラン18年　1980 ¥59,800
マッカラン1967　（ゴードン＆マクファイル） ¥100,000
マッカラン18年グランレゼルバ　（オールドボトル） ¥100,000
マッカラン25年　（60年代の希少ボトル） ¥130,000
マッカラン30年　（希少性の高いブルーラベル） ¥150,000
マッカラン1948　（全世界366本限定） ¥300,000
マッカラン1951　（原価で362万円！もう手に入らない最高の1本） ¥300,000

～Glenfiddich～
グレンフィディック12年 ¥1,980
グレンフィディック　オリジナル ¥3,980
グレンフィディック19年　バーボンウッドフィニッシュ ¥3,980
グレンフィディック19年　レッドワインカスク ¥3,980
グレンフィディック　クラシック ¥6,000
グレンフィディック31年　（ケイデンヘッド） ¥10,000

～THE GLEN LIVET～
グレンリベット12年 ¥1,980
グレンリベット　ナデューラ　バーボンカスク　63.17％ ¥3,980
グレンリベット　ナデューラ　48％ ¥3,980
グレンリベット　ナデューラ　オロロソカスク　60.32％ ¥4,980
グレンリベット18年 ¥4,980
グレンリベット　ガーディアンズ　48.7％ ¥4,980
グレンリベット21年　（ゴードン＆マクファイル） ¥8,980
グレンリベット22年　シングルカスクエディション#16809 ¥10,000
グレンリベット32年　1975　（グーパーズチョイス）お得 ¥20,000
グレンリベット40年 ¥150,000
グレンリベット50年　100本限定最高級スコッチ ¥400,000



～Speyside Malt～　（スペイサイドモルト）

～GLEN ELGIN～ Shot

グレンエルギン12年 ¥1,980
グレンエルギン19年 ¥29,800
（蒸留所限定ラスト1本、マスターブレンダー厳選の逸品）
グレンエルギン32年 ¥39,800

～GLENFARCLAS・STRATHISLA・CRAGGANMORE～
グラガンモア12年 ¥1,980
グレンファーグラス12年 ¥1,980
グレンファークラス105P ¥1,980
タムデュー ¥2,500
グレンファークラス21年 ¥3,980
グレンファークラス21年カスク ¥5,980
グラガンモア29年 ¥29,800
グレンファークラス30年 ¥39,800
ストラスアイラ37年　（キングスバリー） ¥69,800
グレンファークラス40年 ¥100,000

～GLENROTHES・BALVENIE・BENRIACH・GLENGRANT～
バルヴェニー14年　カリビアンカスク ¥3,980
グレンロセス　1972 ¥39,800
ベンリアック30年 ¥39,800
バルヴェニー30年 ¥39,800
グレングラント49年 ¥100,000

～ANOTHER SPYMOLT～
シングルトン12年 ¥1,980
グレンキース（BBR社） ¥3,980
モートラック　 ¥3,980
シングルトンオブグレンオード ¥3,980
グレンアラヒー 10年 57.1％ ¥4,980
キニンヴィー　17年　 ¥4,980
ミルトンダフ　16年　(シーバス・ブラザーズ) ¥4,980
ロングモーン20年 ¥8,980
アルタナバーン ¥8,980
キニンヴィー　23年 ¥9,980
グレンスぺイ　（BBR社） ¥9,980
ロングモーン　20年 ¥10,000
クレイゲラキ　リミテッドエディション　 ¥10,000
ロングモーン1976 ¥10,000
ベンリネス23年　58.8％ ¥13,000
グレンオード25年 ¥14,000
リンクウッド26年 ¥19,800
グレンアラヒー29年 ¥19,800
ロングモーン25年 ¥19,800
オスロスク30年　 ¥29,800
グレンロッシー1975　（BBR社） ¥29,800
ベンローマック17年　 ¥30,000
（100年物のシェリーカスクを使用。蒸留所でラスト3本）
グレングラッサ30年 ¥39,800
リンクウッド37年 ¥39,800
キャパドニック30年 ¥49,800
グレンバーギ1966　（ゴードン＆マクファイル）40年 ¥100,000
ディーンストン37年 ¥100,000
グレンユーリーロイヤル40年 ¥150,000



～Highland Malt～　（ハイランドモルト）

～ROYALLOCHNAGAR～ Shot

ロイヤルロッホナガー12年 ¥1,980
ロイヤル・ロッホナガー30年　（レアモルトシリーズ） ¥29,800

～GLENMORANGIE
グレンモーレンジ　オリジナル ¥1,980
グレンモーレンジ　ラサンタ ¥2,980
グレンモーレンジ　ケーク ¥3,980
グレンモーレンジ　スピオス ¥3,980
グレンモーレンジ　バカルタ ¥3,980
グレンモーレンジ　アルティン ¥3,980
グレンモーレンジ　ミルション ¥3,980
グレンモーレンジ　デュタック ¥3,980
グレンモーレンジ　18年 ¥3,980
グレンモーレンジ　トゥサイル ¥3,980
グレンモーレンジ　シェリーウッドフィニッシュ ¥4,980
グレンモーレンジ　19年　 ¥4,980
グレンモーレンジ　コンパンタ ¥4,980
グレンモーレンジ　トラディショナル ¥10,000
グレンモーレンジ　エランタ ¥13,000
グレンモーレンジ　シグネット ¥15,000
グレンモーレンジ　アーティザンカスク ¥19,800
グレンモーレンジ　1990 ¥19,800
グレンモーレンジ　25年 ¥29,800
グレンモーレンジ　マルゴーカスク ¥39,800
グレンモーレンジ　30年オロロソカスク ¥39,800

～DALMORE・OBAN・TOMATIN・CLYNELISH
トマーティン12年 ¥1,980
ダルモア12年 ¥2,980
トマーティン15年 ¥3,000
オーバン14年　ダブルマチュアード ¥3,980
ダルモア　シガーモルト ¥4,980
ダルモア18年 ¥4,980
トマーティン18年 ¥4,980
クライヌリッシュ（蒸留所限定） ¥4,980
クライヌリッシュ　ダブルマチュアード ¥5,980
クライヌリッシュ　コニッサーズチョイス ¥6,980
ダルモア　21年 ¥7,980
ダルモア　キングアレクサンダーⅢ ¥9,980
クライヌリッシュ　56.1％ ¥19,800
クライヌリッシュ　20年 ¥19,800
トマーティン25年 ¥19,800
オーバン21年 ¥20,000
トマーティン30年　シェリーカスク ¥39,800
オーバン1969　32年 ¥39,800
クライヌリッシュ32年 ¥59,800
ブローラ38年 ¥100,000

～ANOTHER　Highland～
アベラワー1０年　シェリーカスク ¥1,980
ダルウィニー15年 ¥3,000
グレンドロナック　カスクストレングス ¥3,980
アベラワー アブーナ ¥4,980
エドラダワー　シャルドネ・マデイラ ¥4,980
バレッヒェン　バーガンディー ¥4,980
グレンドロナック15年　オールドボトル ¥4,980
グレンドロナック21年 ¥4,980
マッキンレー　レアオールドハイランドモルトウイスキー ¥4,980
グレンギリー ワインカスクマチュアード ¥4,980
エドラダワー10年　SFTC　ソーテルヌ ¥5,980
エドラダワー14年 イビスコ カスクストレングス ¥6,980
アバフェルディ18年　（蒸留所限定） ¥8,980
オールドプルトニー18年　（オーナーが瓶詰め） ¥7,980
エドラダワー22年　ソーテルヌカスクフィニッシュ ¥10,000
クレイグダフ1973　（グレンキースのヘビーピートウイスキー。希少） ¥19,800
グレンユーリー・ロイヤル23年　（蒸留所閉鎖） ¥19,800
グレンデブロン30年（お得） ¥20,000
ロイヤル・ブラックラー　1976年　（蒸留所閉鎖） ¥39,800
バルブレア1975　（日本未入荷・蒸留所限定） ¥39,800
ミルバーン35年　（蒸留所閉鎖） ¥39,800
グレンドロナック1978　31年 ¥39,800
フェッターケアン30年 ¥39,800
ダルウィニー36年　（蒸留所限定） ¥59,800
ダルモア　シリウス　1951　 ¥540,000
（世界で12本のうちの1本。アジアで飲めるのはSAWAだけ！！）



～Island Malt～　（アイランズモルト）

～TALISKER～ Shot

タリスカー　10年 ¥1,980
タリスカー　ストーム ¥1,980
タリスカー　アモローソ ¥3,980
タリスカー　ポートリー ¥3,980
タリスカー　ノース ¥3,980
タリスカー　18年 ¥4,980
タリスカー　20年 ¥7,980
タリスカー　ネストポイント ¥8,980
タリスカー　25年 ¥9,980
タリスカー　175周年記念ボトル ¥9,980
タリスカー　30年 ¥39,800

～HIGHLANDPARK・ARRANMALT・JURA・TOBERMORY・SCAPA～
スキャパスキレン ¥1,980
アランモルト　シェリーカスク 55.8％ ¥2,980
ハイランドパーク　ダークオリジン ¥3,980
ハイランドパーク　カスクストレングス ¥3,980
アイル・オブ・ジュラ　オロロソ ¥3,980
ハイランドパーク　18年 ¥4,980
アランモルト　アマローネ・カスク ¥4,980
トバモリー　15年 ¥4,980
アイル・オブ　ジュラ　スペシャルアイランズエディション ¥5,980
アイル・オブ　ジュラ　1984（ジョージ・オーウェルに因んだウイスキー） ¥8,980
ハイランドパーク25年　超希少 ¥39,800
アイル・オブ　ジュラ30年 ¥39,800
スキャパ　25年 ¥39,800

～Campbeltown Malt～　（キャンベルタウンモルト）
Shot

ヘーゼルバーン　8年 ¥3,000
ロングロウ　10年バーボンカスク　（オールドボトル） ¥3,980
ロングロウ　18年 ¥4,980
スプリングバンク　ファウンダーズリザーブ ¥4,980
スプリングバンク　ハンドフィル　59.1度 ¥7,980
スプリングバンク　マデイラウッド55.1度 ¥13,000
スプリングバンク　21年　47.5度 ¥13,000
スプリングバンク　45年　（オールドボトルシリーズ最高峰） ¥150,000

～Lowland Malt～　（ローランドモルト）
Shot

グレンゴイン10年 ¥1,980
グレンキンチービンテージ　（アモンティリヤードカスク） ¥3,000
ローズバンク　25年　（蒸留所閉鎖） ¥39,800
グレンゴイン31年 ¥39,800
オーヘントッシャン　31年カスク　（希少） ¥79,800
レディーバーン1973年　（9年間しか操業してなかった幻のウイスキー） ¥100,000

～Iuish Whiskey～　（アイリッシュウイスキー）
Shot

キルベガン ¥1,100
ジェムソン ¥1,300
ブッシュミルズ ¥1,300
ジェムソン　１２年 ¥1,500
タラモア・デュー ¥1,500
ブラックブッシュ ¥1,800
ジェムソン　カスクメイト（ビール樽） ¥1,980
ブッシュミルズ・モルト　10年 ¥3,980
レッドブレスト　12年　（ピュアポットスチルウイスキー） ¥3,980
ブッシュミルズ　モルト16年 ¥4,000
ヘネシー　ナジェーナ　 ¥10,000
ブッシュミルズ　ウイスキーフェスティバル27年 ¥19,800
キルベガン15年　（61年振りに水が流れたウイスキー。珠宝の宝石。） ¥19,800



～Japanese Whiskey～　（ジャパニーズウィスキー）
Shot

ブラック５０ ¥1,980
富士山麓　樽熟５０％ ¥1,980
陸 ¥1,980
富士グレーン ¥1,980
ニッカ　SESSION ¥1,980
白州　ノンビンテージ ¥1,980
山崎　ノンビンテージ ¥1,980
知多　グレーン ¥1,980
厚岸　寒露 ¥1,980
静岡　プロローグK ¥1,980
サントリー碧・季 ¥1,980
厚岸　サロルンカムイ ¥2,980
津貫蒸留所　NEWPOT HEAVILYPEATED ¥2,980
サントリーオールド ¥3,000
白州12年 ¥3,980
山崎12年 ¥3,980
響　ジャパニーズハーモニー ¥3,980
知多蒸留所グレーン ¥3,980
THE ESSENCE ブレンデッドウイスキー　クリーンタイプ ¥3,980
竹鶴17年 ¥4,980
サントリーピュアモルト　竹炭濾過 ¥4,980
THE ESSENCE ライスウイスキー ¥4,980
山崎50周年　アニバーサリーボトル（20年～50年バッティング） ¥4,980
津貫　Peated ¥5,980
余市シェリー＆スイート　５５％ ¥5,980
スーパーニッカ原酒 ¥5,980
THE ESSENCE ブレンデッドウイスキー リッチタイプ ¥5,980
響17年 ¥7,980
THE ESSENCE シングルモルトウイスキー山崎 ピーテッドモデル ¥8,980
THE ESSENCE シングルグレーンウイスキー白州 ライタイプ ¥8,980
THE ESSENCE シングルグレーンウイスキー知多ワイン樽4年後熟 ¥8,980
響 BLOSSOM HARMONY ¥9,980
竹鶴21年 ¥9,980
THE ESSENCE 山崎蒸留所 アイラピーテッド ¥9,980
THE ESSENCE 山崎蒸留所 ゴールデンプロミス ¥9,980
山崎2020エディション各種 ¥10,000
白州2021スパニッシュオーク ¥10,000
THE ESSENCE シングルグレーン知多 桜樽後熟ブレンド ¥10,000
THE ESSENCE シングルモルトウイスキー山崎　リフィルシェリー ¥10,000
響17年　オールドレアボトル　 ¥10,000
響　ブレンダーズチョイス ¥10,000
山崎18年 ¥15,980
サントリーピュアモルト　58.1度 ¥19,800
山崎バーボンタイプ ¥19,800
白州18年 ¥19,800
響21年 ¥19,800
軽井沢15年　（日本勢初ISC金賞受賞） ¥29,800
プレステージ ¥29,800
軽井沢15年（31年物長期熟成原酒使用） ¥39,800
白州25年 ¥49,800
響30年 ¥49,800
山崎90周年記念ボトル ¥49,800
2019年リミテッド宮城峡 ¥89,800
山崎シェリータイプ　30年 ¥99,800
軽井沢31年 ¥130,000
白州38年(世界でたった一つの樽) ¥150,000
ニッカ40年                                     　   　 ¥150,000
興水さんの造った最後のスペシャルボトル　　　　　          ¥150,000

～ASIA Whiskey～（アジアウイスキー）
カバラン　ソリストバーボン　カスクストレングス　58.6% ¥3,980



～Ichiro's Malt～　（イチローズモルト）
ベンチャーウィスキー蒸留所は2004年、国内では約40年ぶりに水が流れ、肥土伊知郎によって設立さ
れました。
一時は自分の子供のように大切に育てていたウィスキーを手放さなければならなくなる様な危険を乗
り越え、
オリジナルの設備を用いてスコットランドの伝統的な手法に従いウィスキー造りをしています。
国内では小さいながらも手作りの素晴らしい蒸留所で2011年6月、
SAWAスタッフ一同も実際に秩父へ行き、念願のウィスキーづくりに携わらせて頂き、沢山の事を学ば
せて頂きました。
ウィスキーに対する情熱は人一倍の肥土氏と、ウィスキーを愛する若い職人達の魂の結晶【Ichiro's
Malt】。
生涯に一度は出会うべきウィスキーです。その心と感動を是非ご賞味下さい。

Shot
イチローズモルト　ミズナラウッドリザーブ　46％ ¥5,980
イチローズモルト　ダブルディスティラリーズ　46％ ¥5,980
イチローズモルト　秩父　ザ・ピーテッド　54.5％ ¥15,980
イチローズモルト　ダブルディスティラリー　駒ヶ岳 53% ¥25,000
Ginkgo　（ブレンデッドウィスキー）　46％ ¥29,800
イチローズモルト15年（コニャック）　46％ ¥39,800
イチローズモルト　ミズナラウッドリザーブ　61％ ¥39,800
イチローズモルト　ジョーカー　57.7％ ¥39,800
イチローズモルト　エイト・オブ・ハーツ　56.8％ ¥39,800
イチローズモルト　シックス・オブ・ダイヤモンズ　60％ ¥39,800
イチローズモルト　ファイブ・オブ・ハーツ　60％ ¥39,800
イチローズモルト　エイト・オブ・スペーズ　58％ ¥39,800
イチローズモルト　エース・オブ・ダイヤモンズ　56.4％ ¥49,800
イチローズモルト　エース・オブ・ハーツ　56％ ¥49,800
イチローズモルト　フォー・オブ・クラブス（ラムフィニュッシュ）58％ ¥49,800
イチローズモルト　クイーン・オブ・クラブス　56％ ¥49,800
イチローズモルト20年（シェリー）　46％ ¥49,800
イチローズビンテージ　シングルモルト　1986　58％ ¥59,800
イチローズモルト　クイーン・オブ・ダイヤモンズ（コニャック）　58％ ¥69,800
イチローズモルト2019年リミテッドブレンド48％（2019年ＷＷＡ受賞作品） ¥79,800
イチローズモルト2020年リミテッドブレンド48.5％（2020年ＷＷＡ受賞作品） ¥79,800
イチローズモルト2021年リミテッドブレンド48.5％（2021年ＷＷＡ受賞作品） ¥79,800
イチローズモルト　キング・オブ・ハーツ　48％ ¥110,000
イチローズモルト23年　カスクストレングス　58％ ¥130,000
イチローズモルト　シェリーカスクインフルエンス　59％（上級） ¥150,000

～至宝のシングルモルトウィスキー～
Shot

イチローズモルト　プライベートボトル　昼 ¥19,800
イチローズモルト　プライベートボトル　夜 ¥19,800
イチローズモルト　ダブルディスティラリー61.4度　カスクストレングス ¥19,800



～Bourbon Whiskey～　（バーボンウィスキー）
Shot

エンシェントエイジ ¥1,000
エズラブルックス・ホワイト ¥1,000
レベッカ10年 ¥1,100
ヘブンヒル ¥1,100
ジョンハミルトン ¥1,100
アーリー・タイムズ ¥1,100
ジム・ビーム ¥1,100
IWハーパー ¥1,100
ワイルドターキー8年 ¥1,300
メーカーズマーク　レッドトップ ¥1,300
エズラブルックス・ブラック ¥1,300
JWダント ¥1,300
オールドグランダッド ¥1,300
フォアローゼズ　イエロー ¥1,300
フォアローゼズ8年 ¥1,500
オールドクロウ ¥1,500
オールドエズラ7年 ¥1,980
バッファロートレイス　（抜群の美味しさ） ¥1,980
ジョシュアブルックス ¥1,980
イエロー・ローズ・オブ・テキサス ¥1,980
ブラントン ¥2,300
ハーパー12年 ¥2,300
エバンウィリアムス10年 ¥2,300
オールドグランダッド114 ¥2,500
リージェント ¥2,980
イーグルレア10年 ¥3,000
オールドグランダッド　ボンデット ¥3,000
ベリーオールドセントニック8年 ¥3,000
ウッドフォードリザーブ ¥3,300
ワイルドターキー・レアブリード ¥3,500
フォアローゼズ　シングルバレル　2013 ¥3,980
ワイルドターキー10年　ラッセルリザーブ ¥3,980
メーカーズマーク カスクストレングス　55.3％ ¥3,980
ノブクリーク　シングルバレル　（ISC金賞） ¥3,980
ジムビーム12年 ¥3,980
ミクターズ ¥3,980
ブッカーズ126.3プルーフ ¥4,000
ロックヒルファーム ¥4,000
メーカーズマーク　オーナーズカスク ¥4,980
ブラントンゴールド ¥4,980
ブッカーズ・ノブクリーク・エライジャクレイグ ¥4,980
イエロー・ローズ・オブ・テキサス15年 ¥4,980
ワイルドターキー　ダイアモンド ¥4,980
オールドエズラ15年 ¥4,980
フォアローゼズ　プラチナ ¥5,980
ワイルドターキー12年　（終売品） ¥5,980
ワイルドターキー14年 ¥5,980
ベリーオールドセントニック17年 ¥6,980
イーグルレア17年 ¥9,980
フォアローゼズ　マリアージュ ¥10,000
メーカーズマーク　ゴールド ¥19,800
ウィレットシングルバレル24年　ファミリーリザーブ（伝説のボトリング） ¥23,000
オールド・ヘブンヒル21年　（80年代のオールドボトル　希少） ¥23,000
ワイルドターキー17年 ¥29,800
ベリーオールドセントニック22年 ¥29,800
ベリーオールドセントニック20年バレルプルーフ　（58.2％） ¥49,800
ジョージ．T．スタッグ（2003年ダブル金賞受賞・バーボンの中では最高峰） ¥59,800
ジョシュアブルックス　（幻のバーボン） ¥60,000
パピーヴァンウィンクル20年(幻のバーボン) ¥69,800



～Rye Whiskey～　（ライウィスキー）
Shot

ワイルドターキー・ライ ¥1,980
ジム・ビーム・ライ ¥1,980
マイルストーン ¥1,980
テンプルトン・ライ ¥3,000
コルセア　ライマゲドン ¥3,980
ベリーオールドセントニック　ウィンターライ ¥5,980
オールドポトレロ　（100％ライ使用。希少） ¥10,000

～Tennessee Whiskey ～　（テネシーウィスキー）
Shot

ジャック・ダニエル ¥1,500
ジャック・ダニエル・シーンフロムリンチバーグ ¥3,000
ジャック・ダニエル　No.1 ¥3,980
ジャック・ダニエル　No.2 ¥3,980
ジャック・ダニエル　No.3 ¥3,980
ジャック・ダニエル・モノグラム ¥5,980
ジャック・ダニエル1914（金賞受賞） ¥59,800
ジャック・ダニエル1915（金賞受賞） ¥59,800

～Canadian Whiskey～　（カナディアンウィスキー）
Shot

カナディアンクラブ ¥1,100
クラウンロイヤル ¥1,300
アルバータスプリング ¥2,980
キャプテンズテーブル ¥3,980
カナディアンクラブ・シェリーカスク ¥3,980
クラウンロイヤル（コニャックカスク） ¥6,000
カナディアンクラブ20年 ¥20,000
カナディアンクラブ30年 ¥39,800

コヒーバ ¥1,000
シガー　小 ¥2,500
シガー　中 ¥4,000
シガー　大 ¥6,000

Cigar



～Cognac～　（コニャック）
Shot

サントリー　VO ¥1,500
クルボアジェV・S・O・P ¥3,980
マーテルV・S・O・P ¥3,980
ヘネシーV・S・O・P ¥3,980
レミーマルタン　１７３８（ナポレオン） ¥5,980
クルボアジェ　ナポレオン ¥7,980
カミュ・エクストラ・オルディネール ¥7,980
コルドンブルー ¥8,980
レミーマルタンX・O ¥9,980
オタールXO ¥9,980
ヘネシーX・O ¥9,980
クルヴォアジェX・O ¥9,980
ポールジロー　ヘリテージ50年 ¥79,800

～Armagnac～　（アルマニャック）
Shot

デュカスタン・ファーザーズ・ボトル ¥3,980
シャボーX・O スペリオール ¥9,980
シャボーX・O ¥9,980

～Calvados～　（カルバドス）
Shot

カルバドスリキュール　ポム・ド・ノルマンディ ¥1,980
ブラー ¥1,980
カルバドス　VSOP ¥2,980
マスネ・ポワール・ウィリアムス ¥4,000
クールドリヨン・ポムプリゾニエール ¥4,000
クールドリヨン1963　（40年もの） ¥9,980

～Marc and Grappa～　（マール　アンド　グラッパ）
Shot

ナルディーニ・グラッパ ¥1,980
ポリ・グラッパ・ミュージアム・ミルティッロ ¥3,000
モエ・エ・シャンドン・マール・デュ・シャンパーニュ ¥3,980
グラッパ・サッシカイア ¥8,980
グラッパ・アマローネ　（国際コンペティション金賞受賞） ¥10,000
フィーヌ・ブルゴーニュ　ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ ¥30,000

Brandy



～Gin～　（ジン）
Shot

ビフィータ ¥1,000
ボーズ・オールド・トム・ジン ¥1,100
ボンベイサファイア ¥1,300
タンカレー ¥1,300
スロージン　ゴードン ¥1,500
ヘイマン・オールド・トム・ジン ¥1,500
オレンジ・ジン ¥1,980
キャッスルアンドキー ¥1,980
香の森　養命酒のジン、黒文字の香り ¥3,000
バファーヅ ¥3,000
タンカレー NO. 10 ¥3,000
ボルスジュネバ（冷凍） ¥3,000
サーウォルタージンリキュール ¥3,000
ヴィクトリアン　ヴァット　（シングルカスク） ¥3,200
ジュニペーロ・ジン　（カリフォルニアのアンカー蒸留所より。レア物！） ¥3,200
ヘンドリックス ¥3,500
タンカレー　ブルームバリー ¥3,980
プリマス　（旧ボトル） ¥3,980
NOGI ¥3,980
ズイダム　ジン　3年 ¥4,500
ズイダム　ジン　5年 ¥4,500
バーレイズ・ディスディラーズカット・ジン ¥4,500
ボルス・バレルエイジドジュネバジン ¥5,000
ヘンドリックス　Midsummer Solstice ¥5,500
ヘンドリックス　ORBIUM ¥5,500

～Vodka～　（ウォッカ）
Shot

アブソルート・ペッパー ¥1,000
ズブロッカ ¥1,000
ズブロッカ復刻版 ¥1,980
レモンウォッカ ¥1,980
シタデルウォッカ ¥1,980
ストロワヤ ¥1,980
シロック　（ぶどうが原料のウォッカ） ¥2,200
ヴェルヴェデール ¥2,200
ストリチナヤ40度 ¥2,500
ストリチナヤ50度 ¥2,500
ヴェルヴェデールIX ¥2,800
ウォッカ・ラ・ローズ ¥2,980
ウォッカ・ラ・バイオレット ¥2,980
インフェルノ・ペッパー・ウォッカ ¥2,980
XAOMA ¥3,000
スピリタス ¥3,000
グレイグース・ウォッカ ¥3,200
グレイグース・オレンジ ¥3,200
グレイグース・レモン ¥3,200
グレイグース・ポワール ¥3,200
AAMAC ¥3,980
グレイグース・バニラ ¥4,000
ペルツォフカ ¥4,000
アイスランドウォッカ　レイカ ¥4,000
クセレント・スイスウォッカ ¥4,000
ポーランドウォッカ　ウルヴカ ¥6,000
グレイグース　VX ¥8,980

Spilit



～Tequila～　（テキーラ）
Shot

グサーノ・ロホ　（メスカル） ¥1,500
テワナ・ペッパー　（メスカル） ¥1,800
アガバレス　レポサド ¥1,980
ドナヒ　ホベン ¥2,200
クエルボ1800　シルバー　アートボトル ¥3,000
クエルボ1800　ウッドキャップ ¥3,000
ミラグロ　レポサド ¥3,000
カサドレス　レポサド ¥3,200
カサドレス　アネホ ¥3,500
エルテソロパラディソ・アネホ ¥3,980
クラセアスール　レポサド ¥3,980
パトロン　シルバー ¥4,000
パトロン　アネホ ¥5,000
ポルフィディオ・アネホ ¥5,000
クエルボ・ホワイト　（日本で当店だけです。） ¥5,000
ドン・フリオ　1942 ¥8,980
サウザ　XA ¥9,980
エレンシア・シルバー ¥10,000
エレンシア・イストリコ（シェリー樽・テキーラを超えたテキーラ） ¥20,000

～Rum～　（ラム）
Shot

マイヤーズ・ダーク ¥1,100
キャプテンモルガン　スパイストラム ¥1,100
バカルディ ¥1,100
イピオカ・クリスタル　（カシャーサ） ¥1,300
ロンボトラン・アネホ ¥1,300
レモンハート151 ¥1,300
パンペロ・アニヴェルサリオ ¥1,500
パッサーズ　ブリティッシュ　ネイビーラム　54.5度 ¥1,980
ファボリット　クールドカンヌ　 ¥1,980
カスティージョ　スパイスドラム ¥1,980
マツサレムラム ¥1,980
ネイソン・ブラン ¥2,200
ロン・サカパ・センテナリオ23年 ¥2,500
ハバナクラブ　5年　（日本中で当店だけです。終売品） ¥3,000
リビエール・デュマ ¥3,000
ナインリーブズ 各種 ¥3,980
伊江ラム ¥3,980
セントジェームズ　オルダージュ （マルティニーク島からの現地購入品） ¥3,980
HSE ¥3,980
パッサーズ　ブリティッシュ　ネイビーラム　15年 ¥3,980
デメラララム・ラフロイグ ¥3,980
ペール・ラバ 50 ¥3,980
ロングポンド1985 ¥4,000
ディロン・オルダージュXO　（マルティニーク島産） ¥4,500
トロアリビエール（海辺で育ったサトウキビだけ使用　塩味のするラム） ¥4,980
ネイソン　BIO　（20年かけて開発された無農薬ラム酒） ¥4,980
ブルガル ¥4,980
ペール・ラバ・ブラン ¥4,980
オールドモンク ¥4,980
クレマンXO ¥6,000
ケイデンヘッド　14年 ¥6,000
ロン・サカパ・センテナリオXO ¥10,000
ネイソン　ブラックボトル ¥10,000
ファボリット　17年熟成　(赤ターンルージュ　全て手作業) ¥10,000
セントジェームズ　XO ¥10,000
オールド・ラム　（バミュータ島のゴスリング家秘蔵の最高傑作） ¥10,000
レジェンド・オブ・キューバンラム（キューバ革命以前の秘蔵ラム） ¥10,000



記載しているカクテルのプライスはスタンダード料金となっており、
        お好みのスピリッツでお造りする場合はお酒のプライス＋\800円となります。

～Gin Base～　（ジンベース）

ジントニック ¥1,500
ジンリッキー ¥1,500
ジンバック ¥1,500
ホワイトレディ(ジン・レモン・コアントロー) ¥1,980
パラダイス（ジン・アンズ・オレンジジュース） ¥1,980
ジンライム ¥1,900
マティーニ ¥1,980
ギムレット（ジン・レモン・コアントロー） ¥1,980
ジンフィズ ¥2,000

～Vodka Base～　（ウォッカベース）

モスコミュール ¥1,500
ウォッカトニック ¥1,500
ソルティードック ¥1,980
スクリュードライバー（ウォッカ・オレンジJ） ¥1,980
ブラディーメアリー ¥1,980
パラライカ（ウォッカ・レモン・コアントロー） ¥1,980
ウォッカマティーニ ¥1,980
ブラディーシーザー ¥2,980

～Rum Base～　（ラムベース)

キューバリバー（ダークラム・コーラ・ライム） ¥1,500
クォーターデッキ（ラム・ドライシェリー・ライム） ¥1,980
ダイキリ（ラム・ライム・コアントロー） ¥1,980
ボストンクーラー（ラム・レモンJ・ガムシップ・ジンジャーアップ） ¥1,980
XYZ（ラム・レモン・コアントロー） ¥1,980
ホットバタードラム ¥1,980
ラムマティーニ ¥1,980
モヒート ¥1,980
ピニャ・コラーダ（ラム・パイナップルJ・ココナツミルク） ¥3,980

～Tequila Base～　（テキーラベース）

メキシコーク ¥1,500
テキーラサンライズ（テキーラ・オレンジJ・パッソア・レッドチェリー） ¥1,980
マタドール（テキーラ・パイナップルJ・ライムJ） ¥1,980
テキーラマティーニ ¥1,980
マルガリータ ¥1,980

Cocktail



～Brandy Base～　（ブランデーベース）

ブランデーバック ¥1,800
フレンチコネクション（ブランデー・アマレット） ¥1,980
アレキサンダー（ブランデー・カカオ・ポーション） \3000～
サイドカー（ブランデー・レモン・コアントロー） ¥3000～
ホーセズネック（ブランデー・ジンジャー・レモン繋ぎ） ¥4,000
ジャックローズ（カルバドス・レモンJ・生ザクロ） ¥4,000

～Wine&Champagne Cocktail～（ワイン&シャンパン　カクテル）

キティ（赤ワイン・ジンジャー） ¥1,980
ワインクーラー（ワイン・オレンジJ・グレナデンシロップ・コアントロー） ¥1,980
キール（白ワイン・カシス） ¥1,980
アメリカンレモネード（赤ワイン・レモンJ・ガムシロップ） ¥1,980
ミモザ ¥1,980
ホットワインレモネード ¥1,980
ローズスパークリング ¥1,980
ブラックヴェルヴェット ¥4,000
ホットワイン ¥3,000
フルーツワイン（季節のフルーツ） ¥4,000

～Beer Base～　（ビールベース）

ミントビア ¥1,300
レッドアイ ¥1,500
シャンディーガフ ¥1,500
カンパリビア ¥1,980
ビアモーニ（ビール・カンパリ・グレープフルーツJ） ¥2,980
パナシェ ¥3,000

～Liqueur Base～　（リキュールベース）

カンパリオレンジ ¥1,500
カンパリグレープ ¥1,500
カンパリソーダ ¥1,500
カルーアミルク ¥1,500
マリブコーク ¥1,500
ファジーネーブル（ピーチリキュール・オレンジJ） ¥1,800
アプリコットクーラー ¥1,900
ボッチボール（アマレット・オレンジJ・ソーダ） ¥1,980
バレンシア（アマレット・オレンジJ・アンゴスチュラビター） ¥1,980
グラスホッパー（ミント・カカオ・ポーション） ¥1,980
カイピリーニャ ¥2,980
チャーリーチャップリン（スロージン・レモンJ・アプリコットブランデー） ¥2,980
スプモーニ（カンパリ・グレープフルーツJ・トニック） ¥2,980
ホワイトカンパリ ¥3,000
ゴディバチョコレートカクテル ¥3,000
ピコンオレンジ ¥3,000
ピコンソーダオレンジ ¥3,500
ロングアイランドアイスティー（テキーラ・ラム・ジン・ウォッカ・コーラ） ¥3,980



～Non-alcoholic cocktail～　（ノンアルコールカクテル）

シャーリー・テンプル（レモン繋ぎ・ジンジャーエール） ¥1,500
ヴァージンメアリー ¥1,500
シンデレラ（オレンジJ・レモンJ・パイナップルJ） ¥3,000
季節のフルーツ　ノンアルコールカクテル \3000～

～Premium Cocktail～　（プレミアムカクテル）

季節のフルーツカクテル \3000～
パトロンXOカフェカクテル ¥3,000
アールグレイカクテル \3000～
フローズンカクテル \3000～
ジャスミンとバラのカクテル ¥4,000
バラとシャンパーニュ ¥4,000

～Scotch Whiskey Base～
　　　　　　　　　　　　（スコッチウイスキーベース　代表的なカクテル）

ラスティネイル（ドランブイ・スコッチ） ¥1980～
バノックバーン（ロバート・ザ・ブルース率いるスコットランドが唯一 ¥1980～
　　　　　　　　　　　　　　　　イングランドに勝利した古戦場の名前からつけたカクテル）

（スコッチ・トマトJ・レモンJ・ウスタータバスコ・塩）

ボビー・バーンズ（スコットランドの国民詩人ロバート・バーンズにちなんだカクテル） \3000～
（スコッチ・スイートベルモット・グランマニエ）

ハイランドクーラー　（お酒の弱い方にオススメ！） \1980～
（スコッチ・レモンJ・ガムシロップ・ビター・ジンジャーエール）
ロブ・ロイ　（スコッチ・ベルモット・アンゴスチュラビター） \1980～
（スコットランド版ロビン・フットの名前からつけたカクテル。スコッチ・マンハッタン）

～Irish Whiskey Base～
　　　　　　　　　　（アイリッシュウイスキーベース　代表的なカクテル）

シャムロック　（アイルランドの国花のシロツメ草のこと） \1980～
アイリッシュ・コーヒー（アイリッシュウイスキー・コーピー） \1980～

～Bourbon Whiskey Base　（バーボンウイスキーベース）

マミーテーラー（スコッチ・レモンJ・ジンジャーエール） \1980～
ニューヨーク（ライウイスキー・ライムJ・グレナデンシロップ） \1980～
ミントジュレップ \1980～
マンハッタン（ライウイスキー・スイートベルモット・レモンJ） \1980～

※記載しているカクテルのプライスはスタンダード料金となっております。
お好みのスピリッツでお造りする場合は、お酒のプライス＋\800となります。



～Fruits &Specialities & Other Liqueur～　（果実系・特殊系・その他）
Shot

カシス ¥1,000
桂花陳酒 ¥1,000
コアントロー ¥1,000
サザンカンフォート ¥1,000
スロージン ¥1,000
パッソア ¥1,000
ピーターヒーリング ¥1,000
アマレット ¥1,300
アプリコット ¥1,300
ディタ ¥1,300
ベイリーズ ¥1,500
グランマルニエ ¥1,500
カルーア ¥1,900
ターキーリキュール ¥2,300
フィリップ・ド・ブルゴーニュ・カシス ¥2,500
メーカーズマーク ミントジュレップ ¥3,000
ゴディバ ¥3,000
紅茶ジャスミン ¥3,200
紅茶アールグレイ ¥3,200

～Herbs & Spicies Liqueur～　（薬草・香草系）

カンパリ・赤 ¥1,000
ドランブイ ¥1,300
スーズ ¥1,500
ピコン ¥3,000
イエーガーマイスター ¥1,500
ウンダーベルグ ¥1,500
シャルトリューズ ¥1,980
カンパリ・白 ¥2,500
ラッテ・ディ・スウォチェラ　（漫画レモンハートより幻のリキュール） ¥3,000
シャルトリューズ・ナインスセンテナリ ¥3,980

～Absinthe～　（アブサン）

アブサン ¥1,500
和ブサン　国産ヨモギ使用 ¥1,500
スイス・アブサン・キュブラー ¥3,000
ヴェルサント ¥2,500
ヴェルサント・ラ・ブランシュ ¥3,000
グランドアブサン ¥3,500
ハプスブルクアブサン　７２．５％ ¥4,000
ハプスブルクアブサン　８９％ ¥4,980

～Pastis～　（パスティス）

ウゾ ¥1,300
ぺルノ ¥1,500
リカール ¥1,800
パスティス５１ ¥2,000
ウゾアテネ ¥3,000

～Premium Liqueur～　（マリエンホーフリケールシリーズ）
ドイツの山奥で天然の素材をふんだんに用いて、丁寧に仕上げた至高の逸品

バタースコッチ ¥3,000
トリュフショコラ ¥3,000
バラ ¥3,000

Liqueur



～Beer～　（ビール）

エビスビール ¥1,300
プレミアムモルツ ¥1,800
さくらブルワリー　ビール各種 ¥3,000
岩手でスコットランド人が一人で造っているビール。美味しい。

　　　　　　（フォーティファイドワインアンドフレイヴァードワイン）

チンザノ　（ドライ） ¥1,100
チンザノ　（ロッソ） ¥1,300
ノイリープラット　（ロッソ・ドライ） ¥1,300
ティオペペ ¥1,300
チンザノ　（オランチョ） ¥1,500
バーべイド　ブアル　１０年 ¥3,000
OSOBORNE　フィノ ¥3,000
ペドロヒメネス 20年 ¥3,980
モスカテル ¥3,980
マツサレム　オロロソ ¥4,000
シェリーブランデー ¥4,980
パロ　コロタド（６万樽の中の６樽の内の１本の事） ¥4,980
レッドクラウン　キングスポート　２０年 ¥5,000
ドリヴェイラ　ヴェルデーリョ　1912　（99年もの） ¥10,000
サンデマン 40年 ¥10,000
オロロソヴィンテージ 1970 ¥19,800
NIEPOORT'S 1933 PORT ¥39,800

～Fortified Wine & Flavored Wine～



～Sake～
（日本酒）　金沢の酒蔵「福光屋」の自慢の日本酒

Shot
黒帯悠々　（さらっとしており、料理との相性は抜群） ¥1,500
加賀鷲　（辛口） ¥1,980
氷室献上純米大吟醸　 ¥3,000
（江戸時代に献上された名品。氷室の中で貯蔵された希少なもの）
初あげ　（福光屋の代表作。絹のような舌触り。） ¥3,000

（焼酎）　厳選して選ばれた美味しい焼酎
黒薩摩 ¥1,000
不二才 ¥1,000
もち米焼酎 ¥1,500
屋久杉（やくすぎ）　 ¥1,500
カンゴシナ ¥1,980
森伊蔵　（息子さんから購入したもの） ¥3,000

～Softdrink～　（ソフトドリンク）
コーラ ¥900
ジンジャエール ¥900
ウーロン茶 ¥900
パインジュース ¥900
トマトジュース ¥900
クラマトジュース ¥1,000
フレッシュオレンジ ¥1,500
コーヒー・紅茶 ¥1,800
ぶどうジュース　（ポールジロー） ¥1,980
ハイビスカスティー ¥1,980



Bottle

Moët & Chandon quarter ¥4,500
モエ・エ・シャンドン　ブリュット・アンペリアル・クォーター
Laurento-Perrier Brut L-P ¥25,000
ローラン・ペリエ　ブリュット　L-P
CHAMPANGE JAQUART BRUT MOSAIQUE ¥38,000
シャンパーニュ・ジャカール　ブリュット・モザイク
LANSON BLACK LABEL BRUT ¥38,000
ランソン・ブラックラベル・ブリュット
LOUIS ROEDERER 2006 ¥138,100

ルイ　ロデレール　クリスタル

Glass

プティ　モンテリア ¥1,800
モンテニーザ ¥1,800
ポンパドール　ハニーアップル ¥1,800
シャルリ ¥1,980
シャルドフェール ¥1,980
チンツアノ　ピノ　シャルドネ ¥1,980

スパークリング

Champagne



Bottle
ハウスワイン 　￥10000～
岡山マスカットベリーＡ　 ¥10,000
Maria Alonso del Yerro 2005 ¥48,000
アロンソ・デル・イエロ・キュベ・マリア
SASSICAIA 2008 ¥65,000
サッシカイア　（イタリア・トスカーナ）
GAJA Barbaresco 2005 ¥78,000
ガヤ・バルバレスコ　（イタリア・ビエモンテ）
Château Margaux 2004 ¥185,600
シャトー・マルゴー　（フランス　ボルドー）
Château Latour 1998 ¥280,000
シャトー・ラトゥール　（フランス　ボルドー）

Glass Red　（グラス赤）
Glass

ハウスワイン \1980～
岡山マスカットベリーＡ　 ¥1,980
ジャンプッシャー ¥1,980
Huber Spätburgunder Q.b.A Trocken ¥3,980
フーバー　シュペートブルグンダー　（ピノ・ノワール）
Friedrich Becker Guillaume ¥4,980
フリードリッヒ　ベッカー　ギョーム（カヴェルネソーヴェニヲン）
LEHNERT-VEIT GUNTERSLAY SPATBURGUNDER 2013 ¥4,980
ピースポーター　ギュンタースライ　シュぺートブルグンダー（ピノ・ノワール）

眠り姫　（ドロンフィルダー・ゼンムスカテラ） ¥4,980
ALBERT BICHOT Chateauneuf-Du-Pape ¥5,980
アルベール・ビショー・シャトー　ヌフ・デュ・パプ 2010
BALBI SOPRANI Barolo ¥5,980
バルビソプラーニ　バローロ　（イタリア　バローロ）
バルバレスコ ¥5,980

Wine
RED （ボトル赤）



Bottle

ハウスワイン ￥10000～
甲州ドライ ¥10,000
Pouilly Fume Riesling ¥14,800
プユイイ　ヒュメ　リースリング
Innisikillin ICEWINE 2002 ¥18,000
イニスキリン　アイスワイン　（カナダ）
Filzener Herrenberg Riesling 2009 ¥18,000
フィルツェナー・ヘレンベルグ　（ドイツ　モーゼル）
Steinnman silvaerna trocken ¥23,840
シュタインマン　シルヴァーナ　トロッケン（フランス　フランケン）
ピースポーター　リースリング　シュペートレーゼ ¥31,840
Randersacker Sonnenstubl Silvaner TRADITION ¥31,840
ランダースアッカー　ゾンネンシュトゥール　ジルヴァーナ　
トカイワイン ¥39,800
SAUTERNES Chatean d'Yquem 2003 ¥172,000
ソーテルヌ　シャトー・ディケム　（フランス　ボルドー）

Glass White　（グラス白）
Glass

ハウスワイン ¥1,980
フーバー　ブドウの木のオーナーの一本 ¥2,980
Steinnman silvaner trocken ¥2,980
シュタインマン　シルヴァーナ　トロッケン（フランス　フランケン）
Randersacker Sonnenstubl Silvaner TRADITION ¥3,980
ランダースアッカー　ゾンネンシュトゥール　ジルヴァーナ　
ピースポーター　リースリング　シュペートレーゼ ¥3,980
Huber Weißbier Burgunder Q.b.A Trocken ¥3,980
フーバー　ヴァイサー　ブルグンダー　（ピノ・ブラン）
Friedrich Becker Chardonnay Q.b.A Trocken ¥4,980
フリードリッヒ　ベッカー　シャルドネ　トロッケン

Wine
WHITE　（ボトル白）



特製燻製ナッツ　
ナッツの盛り合わせ（ピスタチオ・クルミ・アーモンド・ドライフルーツ）2000

ドライフルーツ盛り合わせ（スペイン産イチジク・マンゴー・枝付きレーズンなど）

チョコレートの盛り合わせ
（スペイン産ヘーゼルナッツシナモン・ドライレーズンコーヒートリュフなど）

チーズの盛り合わせ　
（ミモレット・カマンベール・スペイン直送ブルーチーズ・マンチェゴ）

レーズンバター
黒造り　（当店４０年来の石川県金沢の魚屋より直送）
金沢の幸盛り合わせ（黒作り・ふぐの卵巣・ふぐの糠漬け）

半田そうめん　（四国徳島の名品）
自家製カレー　
（６０人分もの材料をじっくり煮込んで作ります）
スープ(ボルシチ・クラムチャウダー)
旬菜を使った自家製焼売(ふきのとうなど)
オーナー特製日替わり金沢料理（かぶらむし・がんもどきなど）

デザート

デザート盛り合わせ　（葡萄の氷菓・季節のフルーツなど）

\2000～4000

\2000～4000

\2000～4000

\2000～4000

\2000～4000

\2000～4000

\2000～4000

BAR Food

お食事
Price

Price

\2000～4000

\2000～4000

\2000～4000

\2000～4000

\2000～4000

\2000～4000

\2000～4000



〜Blended Whiskey〜　（ブレンドウィスキー）
Bottle

ホワイト＆マッカイ ¥11,000
ジョニーウォーカー　赤 ¥10,000
ジョニーウォーカー　黒 ¥11,000
デュワーズ ¥13,000
ジョニーウォーカー　金 ¥15,000
バランタイン３０年 ¥100,000

〜Islay Malt〜　（アイラモルト）
ラフロイグ１０年 ¥15,000
ボウモア9年　日本未入荷 ¥19,800
アードベック１０年 ¥19,800
ラフロイグ　セレクトカスク ¥19,800
ラフロイグ　トリプルウッド ¥39,800
ラフロイグ　PXカスク ¥39,800

〜Speyside Malt〜　（スペイサイドモルト）
グレンフィディック１２年 ¥19,800
グレンリベット１２年 ¥19,800
シングルトン１２年 ¥19,800
グレンエルギン１２年 ¥19,800
グレンファークラス１２年 ¥19,800
ロイヤル・ロッホナガー12年 ¥19,800
ストラスアイラ12年 ¥19,800

〜Islands Malt〜　（アイランズモルト）
タリスカー１０年・タリスカーストーム ¥19,800

〜Iuish Whiskey〜　（アイリッシュウィスキー）
ブラックブッシュ ¥15,000
ブッシュミルズ10年 ¥30,000

Whiskey  ボトル



〜Bourbon Whiskey〜　（バーボンウィスキー）
Bottle

エンシェントエイジ ¥10,000
IWハーパー ¥11,000
メーカーズマーク ¥13,000
ワイルドターキー８年 ¥13,000
オールドクロウ ¥15,000
バッファロートレイス ¥19,800
ロックヒルファーム ¥30,000
ワイルドターキー１２年 ¥79,800
オールドエズラ１５年 ¥80,000
ワイルドターキー１７年 ¥180,000

〜Tennessee Whiskey〜　（テネシーウィスキー）
ジャック・ダニエル ¥15,000
ジャック・ダニエル　No.1 (1L) ¥39,800
ジャック・ダニエル　No.2 (1L) ¥39,800
ジャック・ダニエル　No.3 (1L) ¥39,800

〜Canadian Whiskey〜　（カナディアンウィスキー）
カナディアンクラブ ¥11,000

〜Gin〜　（ジン）
タンカレー ¥13,000
ボンベイサファイア ¥15,000
ヘンドリックス ¥29,800
タンカレー　No.10 ¥30,000

〜Rum〜　（ラム）
マイヤーズ・ダーク ¥11,000
マツサレムラム ¥15,000
パッサーズラム ¥19,800

〜Shery〜　（シェリー）
ティオペペ ¥7,000

〜Sake〜（日本酒）金沢の酒蔵「福光屋」の自慢の日本酒
黒帯悠々　 ¥13,000
加賀鷲 ¥15,000
氷室献上純米大吟醸　 ¥20,000
初あげ　 ¥25,000

Spilit

Other Liqueurs


