◆酒水◆
ビール

【啤酒】
大ビン アサヒスーパードライ･･････････････････････････････････････････････ 500 円

朝日杀口啤酒 大瓶 ·········································· 500 日元
生

アサヒスーパードライ（中ジョッキ） ･･････････････････････････････････ 480 円

朝日纯生杀口啤酒 中杯······································ 480 日元
生

アサヒスーパードライ（グラス）･･････････････････････････････････････ 420 円

生レモンサワー ････････････････････････････････････････････････････････ 480 円

鲜柠檬沙瓦 ･･･････････････････････････････････ 480 日元
生ライムサワー ････････････････････････････････････････････････････････ 480 円

鲜酸橙沙瓦 ･･･････････････････････････････････ 480 日元
生グレープフルーツサワー ･･････････････････････････････････････････････ 500 円

朝日纯生杀口啤酒 小杯····································· 420 日元

鲜榨西柚沙瓦 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

焼酎

果実酒

【烧酒】
焼酎（水割・お湯割・ロック）･･････････････････････････････････････････････ 380 円

烧酒（调冰水，调热水，调冰） ································· 380 日元
麦焼酎（水割・お湯割・ロック）････････････････････････････････････････････ 380 円

大麦烧酒（调冰水，调热水，调冰） ·························· 380 日元
芋焼酎（水割・お湯割・ロック）････････････････････････････････････････････ 450 円

红薯烧酒（调冰水，调热水，调冰） ·························· 450 日元
チューハイ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 380 円

碳酸烧酒 ･･･････････････････････････････････････ 380 日元

500 日元

【果汁酒】
杏（あんず）酒 （ロック・ソーダ割り） ･････････････････････････････････480 円

杏酒 （调冰，调苏打水）···································· 480 日元
梅酒（ロック・ソーダ割り） ･････････････････････････････････････････････480 円

梅酒 （调冰，调苏打水）···································· 480 日元
紀州緑茶梅酒 ···························································600 円

紀州绿茶梅酒 ･････････････････････････････････ 600 日元
北雪 梅酒 ボトル 500ml ･････････････････････････････････････････････ 2,000 円

北雪梅酒 瓶 500ml ･･･････････････････････ 2,000 日元/瓶

ウーロンハイ ･････････････････････････････････････････････････････････････ 380 円

烧酒调乌龙茶 ･･･････････････････････････････････ 380 日元
レモンサワー ･････････････････････････････････････････････････････････････ 380 円

柠檬沙瓦 ･･･････････････････････････････････････ 380 日元
カルピスサワー ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 450 円

可尔必思沙瓦 ･･･････････････････････････････････ 380 日元
緑茶割り ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 450 円

调绿茶 ･････････････････････････････････････････ 450 日元
※点菜时间到 23：00 为止
※请在您的座位或柜台上买单。

ワイン

【红酒】
ワイン カリフォルニア産（グラス）
〔赤 or 白〕 ･･･････････････････････････ 380 円

红酒 加利福尼亚产(杯) 〔红/白〕 ·················· 380 日元/杯
ワイン カリフォルニア産（ボトル）
〔赤 or 白〕 ･････････････････････････ 2,000 円

红酒 加利福尼亚产（瓶）〔红/白〕 ·············· 2,000 日元/瓶

焼酎ボトル

お通し(日替わり) ･････････････････････････････････････････････････････････ 300 円

【烧酒瓶装】

前菜（随日变更） ････････････････････････････････ 300 日元

JINRO 700m ･････････････････････････････････････････････････････････････ 2,200 円

真露酒 700ml ･････････････････････････････ 2,200 日元
《麦》<麦>
いいちこ 900ml ･････････････････････････････････････････････････････････ 2,200 円

Iichiko

900ml ･･････････････････････････ 2,200 日元

いいちこ深薫 720ml ･････････････････････････････････････････････････････ 2,500 円

ウイスキー

【威士忌】
ブラックニッカ（シングル) ･･･････････････････････････････････････････････380 円

黑日果（单） ･･････････････････････････････････ 380 日元

Iichiko 深熏 720ml ･････････････････････ 2,500 日元
《芋》<红薯>

ブラックニッカ（ダブル） ･････････････････････････････････････････････････500 円

黒霧島 25 度 720ml ····················································· 2,700 円

ハイボール ･･････････････････････････････････････････････････････････････480 円

黑雾岛 25% 720ml ･･････････････････････ 2,700 日元
霧島原酒 38 度 720ml ･･････････････････････････････････････････････････ 2,700 円

雾岛原酒 38% 720ml ････････････････････ 2,700 日元
《米》<米>

黑日果（双） ･･････････････････････････････････ 500 日元
高球杯（苏打水调威士忌） ··································· 480 日元
スーパーニッカ 大江戸水割 相撲ラベル 300ml ･･････････････････････････････700 円

超级日果 调水大江户 相扑商标(调水威士忌）300ml 700 日元

北雪さあ° 720ml ･･････････････････････････････････････････････････････ 3,200 円

ソフトドリンク

北雪 “Sa°” 720ml ･･････････････････････ 3,200 日元

【清凉饮料】
コーラ

ボトルと一緒に

<瓶装酒可以用以下口味调制>
アイス・ミネラル・炭酸・レモン炭酸･････････････････････････････････････ 各 200 円

调冰/调矿泉水/调碳酸/调柠檬碳酸 ················· 各 200 日元
梅干・レモンスライス ･･････････････････････････････････････････････････ 各 100 円

可乐
オレンジジュース(100%)

橙汁(100%)
ウーロン茶 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 各 300 円

乌龙茶･････････････････････････････････････ 各 300 日元

梅干/柠檬薄片 ·········································· 各 100 日元
ウーロン茶ボトル 500ml ･･････････････････････････････････････････････････ 300 円
ウーロン茶ボトル 2L ･････････････････････････････････････････････････････ 600 円

乌龙茶 ······································· 300 日元/500ml 瓶装
600 日元/2L 瓶装

デザート

【甜点】
ふるふる杏仁豆腐 ･････････････････････････････････････････････････････････ 300 円

杏仁豆腐 ･･･････････････････････････････････････ 300 日元

※ボトルは 3 ヶ月間キープさせて頂きます。

アイスクリーム（きな粉と黒蜜・ブルーベリーソース・ストロベリーソース） ･･･････各 300 円

※瓶装酒水可保管 3 个月。

冰淇淋･･････････････････････････････････････ 各 300 日元

※点菜时间到 23：00 为止
※请在您的座位或柜台上买单。

（黄豆粉和黑蜜・紫葡萄酱・草莓酱）

【冷酒】

日本酒

生貯蔵酒 佐渡蔵 300ml······················································ 600 円

【日本酒】

生储藏酒，佐渡藏 300ml ··································· 600 日元
冷酒 生貯蔵酒 天の夕鶴 300ml ･･････････････････････････････････････････････ 800 円

日本酒名

日本酒度

日本酒名

酒精度

甘口(-5)← 0 →＋辛口(＋15)

甜味 （-5）←0→辣味 （＋15）

冷酒 生储藏酒 天夕鹤 300ml····························· 800 日元
冷酒 生貯蔵酒 北雪 純米吟醸原酒 四合瓶 ······························· 2,500 円

冷酒 生储藏酒 北雪 纯米吟釀原酒 720ml ······ 2,500 日元

八海山

八海山 ･･････････ ＋5 ･･････････････优雅的辣味和爽口的味道

【瓶酒】

久保田（千寿）

北雪 大吟醸 300ml･･････････････････････････････････････････････････････････ 890 円

スッキリした辛口

久保田（千寿） ····· ＋6 ········································清凉辣味
〆張鶴（花）

北雪 大吟釀 300 ml ････････････････････････････ 890 日元

軽快でスッキリした味わい

张鹤（花） ･･･････ ＋4 ･･･････････････････････････ 清爽口感

【烫酒】

越乃景虎（龍）

北雪 金星 一合(180ml) ････････････････････････････････････････････････････ 320 円
二合(360ml)････････････････････････････････････････････････････ 600 円

さらりとした味わい。飲み干すほどに又飲みたくなる

越乃景虎（龍） ····· ＋3 ···················· 爽滑的味道，越喝越想喝
北雪（純米酒）

スッキリした切れ味の純米酒

北雪（纯米酒）······ ＋6 ······························· 清凉口味纯米酒
弐乃 越州

味の膨らみと、後味のキレが良い

武乃 越州··········· ＋4 ···························· 口感醇厚回味无穷
金鶴

ふぐひれ酒（つぎ酒 320 円） ････････････････････････････････････････････････ 750 円

河豚鳍酒（添酒 320 日元） ·································· 750 日元

どんな料理にも相性ピッタリ

金鹤 ････････････ ＋3 ･･････････････････････ 适合各种饭菜
朝日山（千寿盃）

のどこし良い淡麗辛口

朝日山 （千寿酒盅）＋5 ······························· 润喉爽口的辣味
菊水の四段仕込

菊水的四阶段陈酿 · +5

北雪金星 ････････････････････････････････････ 320/180ml
600/360ml

淡麗辛口

·····································爽口辣味

北雪佐渡の鬼ごろし

世界トップクラスの辛口

北雪佐渡的杀鬼＋16.5 ······························· 世界顶级辣口感
正一合･･･････････････････････････････････ 各 720 円

各 720 日元/杯
※点菜时间到 23：00 为止
※请在您的座位或柜台上买单。

*吟嚷酒: 使用 40%以上的精米酿制
*大吟醸酒: 使用 50%以上的精米酿制
*纯米吟醸: 使用 100%精米酿制
*生储藏酒: 鲜度保障储藏酒

