
Recommended Wine
オススメワイン

White

Red

ⅢB（トワベー）エ・オウモン
辛口

I MAGREDI Chardonnay [ITALIA]

Glass  ￥1,463　Bottle　￥8,415

シャトー・タイヤック・ルビィ
フルボディ

CHATEAU TAYAC “RUBIS” [FRANCE]

Glass  ￥1,815　Bottle  ￥10,120

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。    ※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。
※メニューには、食品表示法によるアレルギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 

LUNE リュンヌ ¥9.680

新鮮野菜のシズリングスタイル

香草パン粉を纏ったカツオの瞬間フリット　大葉風味のラヴィゴットソース

ソーテルヌ風味のサバイヨンを纏った　鴨のフォアグラのグラタン
グリーンアスパラガスと共に　ポルト酒の香るソース 

白身魚のポワレと春野菜のバリグール仕立て

お口休めのグラニテ

シャラン鴨胸肉のラケ　季節野菜とデーツのコンポート

Fresh Vegetables Sizzling Style

Momentary frit of bonito with herb bread crumbs, perilla-flavored ravigote sauce

Duck foie gras gratin in Sauternes-flavored sabayon
Along with green asparagus, a sauce with a scent of port wine

Poire of white fish and Baligur tailoring of spring vegetables

Seasonal granita

Challans duck breast compote with seasonal vegetables and dates
＋￥1,000で「黒のワイン」をたっぷり使った近江牛のビーフシチューに変更可能です。

Coffee or tea

Baguette, Pain Au Lait

コーヒー　または　紅茶

バゲット、パン・オ・レ

デザートは下記よりお選びください。

デザート 1.ホワイトチョコレートのムース　苺のシャーベットとベリーのソース

2.苺のムースとマスカルポーネのクリーム　ヨーグルトのアイス

3.フランス産チーズ盛り合わせとドライフルーツ

Dessert White chocolate mousse with strawberry sorbet and berry sauce

Strawberry mousse and mascarpone cream yogurt ice cream

Assorted French cheese and dried fruits



Recommended Wine
オススメワイン

White

Red

ⅢB（トワベー）エ・オウモン
辛口

I MAGREDI Chardonnay [ITALIA]

Glass  ￥1,330　Bottle　￥7,650

シャトー・タイヤック・ルビィ
フルボディ

CHATEAU TAYAC “RUBIS” [FRANCE]

Glass  ￥1,650　Bottle  ￥9,200

Recommended Wine
オススメワイン

White

Red

ⅢB（トワベー）エ・オウモン
辛口

I MAGREDI Chardonnay [ITALIA]

Glass  ￥1,463　Bottle　￥8,415

シャトー・タイヤック・ルビィ
フルボディ

CHATEAU TAYAC “RUBIS” [FRANCE]

Glass  ￥1,815　Bottle  ￥10,120

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。    ※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。
※メニューには、食品表示法によるアレルギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 

¥13,310ソレイユSOLEIL ソレイユSOLEIL
新鮮野菜のシズリングスタイル

活け車海老と春野菜のサラダ仕立て　南高梅の風味とキャビア添え

ソーテルヌ風味のサバイヨンを纏った　鴨のフォアグラのグラタン
グリーンアスパラガスと共に　ポルト酒の香るソース

明石天然真鯛のポワレ　イカの墨煮とブイヤベースソース

お口休めのグラニテ

国産黒毛和牛フィレのグリエ　黒にんにくのタプナードと季節の彩りを添えて

アヴァンデセール

真っ赤な苺のフランベ　クレープとバニラアイス

コーヒー　または　紅茶

バゲット、パン・オ・レ

Fresh Vegetables Sizzling Style

Salad of live prawns and spring vegetables with Nanko plum flavor and caviar

Duck foie gras gratin in Sauternes-flavored sabayon
Along with green asparagus, a sauce with a scent of port wine

Akashi Natural Red Sea Bream Poire Squid Ink Boiled and Bouillabaisse Sauce

Seasonal granita

Japanese black beef fillet grille with black garlic tapenade and seasonal colors

Avandesale

Bright red strawberry flambé crepe and vanilla ice cream

Coffee or tea

Baguette, Pain Au Lait



HARDI
Tボーンステーキコース

アルディ ※２名様毎に承ります。1名様 ¥6,897

Recommended Wine
オススメワイン

Red
シャトー・タイヤック・ルビィ

フルボディ
CHATEAU TAYAC “RUBIS” [FRANCE]

Glass  ￥1,815　Bottle  ￥10,120

Today's amuse

Skipjack moment smoke with new ginger and Japanese ginger jelly with green onion puree

Spring cabbage potage soup with prosciutto and black pepper crumble

T-Bone steak(500g) for two

White chocolate mousse with strawberry sorbet and berry sauce

Coffee or tea

Baguette, Pain Au Lait

本日のアミューズ

カツオの瞬間スモーク　新生姜と茗荷のジュレ　青ネギのピュレを添えて

春キャベツのポタージュスープ　生ハムと黒胡椒のクランブル添え

Ｔボーンステーキ（500ｇ） をお二人で　旬の野菜添えて

ホワイトチョコレートのムース　苺のシャーベットとベリーのソース

コーヒー　または　紅茶

バゲット、パン・オ・レ

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。    ※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。   ※写真はイメージです。
※メニューには、食品表示法によるアレルギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 



国産黒毛和牛の
すじ煮込み入り黒カレー ¥1,573

Fresh Vegetables Sizzling Style

Black Curry and Rice with Simmered Beef Tendon

¥ 1,375
¥ 341
¥ 341

ビーフカツ

シャーベット

コーヒー または 紅茶

Beef Cutlet 

  Sherbet

               Coffee or Tea

Optional Menu オプションメニュー

キッズプレート ¥1,694

Potage soup

Kids plate
（Salad, omelet, potato, sausage, fried shrimp, hamburger (50g), spaghetti, bread roll）

soft drink

Whimsical dessert

ポタージュ

キッズプレート
（サラダ、オムライス、ポテト、ソーセージ、海老フライ、ハンバーグ（50g）、スパゲティ、ロールパン）

ソフトドリンク 

気まぐれデザート

新鮮野菜のシズリングスタイル

国産黒毛和牛のすじ煮込み入り 黒カレー

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。    ※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。   ※写真はイメージです。
※メニューには、食品表示法によるアレルギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 



L.O.20 : 00

¥1,681

¥1,650

¥1,100

新鮮野菜のシズリングスタイル

カツオの瞬間スモーク　新生姜と茗荷のジュレ　青ネギのピュレを添えて

春キャベツのポタージュスープ　生ハムと黒胡椒のクランブル添え

Fresh vegetables Sizzling style

Skipjack moment smoke with new ginger and Japanese ginger jelly with green onion puree

Spring cabbage potage soup with prosciutto and black pepper crumble

Appetizer & Soup

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。    ※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。
※メニューには、食品表示法によるアレルギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 



Main Dish

Dessert
¥1,100

¥1,100

苺のムースとマスカルポーネのクリーム　ヨーグルトのアイス

ホワイトチョコレートのムース　苺のシャーベットとベリーのソース

Strawberry mousse and mascarpone cream yogurt ice cream

White chocolate mousse with strawberry sorbet and berry sauce

¥2,200

¥2,750

¥2,970

￥3,300

¥3,300

白身魚のポワレ　春菊のクーリ―　桜海老と白味噌のソース

明石天然真鯛のポワレ　イカの墨煮とブイヤベースソース

ガルシア栗豚のグリエ　バラ肉とチョリソーの春巻き添え
ピクルスとマスタードの風味

黒毛和牛ロース肉のグリエ  新ジャガイモのグランメールとカフェ・ド・パリバターソース

シャラン鴨胸肉のラケ　季節野菜とデーツのコンポート

White fish poele, garland chrysanthemum coulis, sakura shrimp and white miso sauce

Akashi Natural Red Sea Bream Poire Squid Ink Boiled and Bouillabaisse Sauce

Garcia chestnut pork Grie with Rose Meat and Chorizo   with Spring Rolls Pickled and Mustard Flavor

Japanese Black Beef Loin Grie with New Potato Grand MerCafe de Paris butter sauce

Challans duck breast compote with seasonal vegetables and dates

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。    ※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。
※メニューには、食品表示法によるアレルギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 



￥1,210

ゆずマルガリータ
～奏～

新時代のジャパニーズクラフトリキュール「奏-KANADE-」３種類ある中から“柚子”を使用したカクテル。

果実・果皮をそれぞれ最適な方法で匠の技でブレンドし繊細な酸味と苦味を活かしたリキュール。

シンプルにテキーラとレモンをシェイク。グラスについた塩とご一緒にお召し上がりください。

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。    ※写真はイメージです。



「黒のワイン」たっぷり使った
近江牛のビーフシチュー

（パン・サラダ付き）

¥4,295

Dining & Bar Sizzl ingの
シグネチャーディッシュ

¥341
¥ 341

シャーベット

コーヒー または 紅茶

  Sherbet

               Coffee or Tea

Optional Menu オプションメニュー

日本3大和牛と称され約400年の歴史のある近江牛のブリスケットを

「黒のワイン」とも呼ばれる力強いボディーのカオールワインと

牛の旨みをたっぷり引き出した自家製フォンドヴォーでじっくりと煮込みました。

味の芸術品とも称される近江牛のとろけるような触感と黒ワインの力強さ、

深いコクのある味わいを季節により変わるお野菜たちとともに是非お楽しみください。

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。    ※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。   ※写真はイメージです。
※メニューには、食品表示法によるアレルギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 



¥1,185

¥955

¥1,681

¥1,464

¥1,464

¥1,016

¥1,573

¥568

Bar Food

Prosciutto Salad

French Fries

Assorted Sausage

Sauteed Scallops with Garlic and Butter

Recommended Pizza

Shrimp Spring rolls

AGORA Black Curry

NIKUSUI

生ハムサラダ

フレンチポテト　BBQソルト

ソーセージ盛り合わせ

帆立貝の香草ガーリックバター焼き

気まぐれピッツァ

海老春巻き

AGORAホテル黒カレー

肉吸い

帆立貝の香草ガーリックバター焼き

生ハムサラダ

L.O.22 : 00

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。    ※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。   ※写真はイメージです。
※メニューには、食品表示法によるアレルギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 



Finger Food

¥786

¥955

¥955

¥1,234

¥2,020

　　¥786

Mixed Nuts

Chocolate

Dried Fruits

Raisin Butter

Assorted Cheese

Fresh Vegetables Sizzling Style

ミックスナッツ

チョコレート盛り合わせ

ドライフルーツ

レーズンバター

チーズ盛り合わせ

新鮮野菜のシズリングスタイル（ハーフサイズ）

新鮮野菜をシズリングスタイルで

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。    ※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。   ※写真はイメージです。
※メニューには、食品表示法によるアレルギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 



￥1,210

シグネチャーカクテル
ギムレットGimlet

「ギムレットには早すぎる」有名すぎるこのセリフ。

そんな世界観に浸りながら、カクテルを味わってみてはいかがでしょうか？

“過去と未来を紡ぐきっかけと出逢えるホテル”だからこそ、この世界にもふれるきっかけを。

200年の歴史が香る甘みがまろやかな「プリマスジン」、

爽やかな酸味と風味の「ライムジュース」、

贅沢で純粋なサトウキビ天然糖液「カリブシロップ」。

3つの材料をシェイクし、よく冷えたカクテルを是非ご堪能下さい。

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。    ※写真はイメージです。



White Wine

ドメーヌ最上級のクラスを意味する、“IIIB（トワベー）”。
上質なリムーのシャルドネを使用。トロピカル・フルーを想わせるふくよかな味わいです。

Glass  ¥1,463　　Bottle  ¥8,250

IIIB（トワベー）・エ・オウモン／辛口
I I IB & Auromon Blanc ［FRANCE］

ムルソー、白ワインの銘醸地としてあまりに有名。「バターとヘーゼルナッツの香り」
とよく表現され、しっかりと樽が効いてコッテリとしたとろみがあり、
ボリューム感のある味わいは、スッキリさを楽しむような白ワインとは対極的で、
非常に飲みごたえがあります。偉大なムルソーの造り手、“ピエール・モレイ”の1本。

Bottle  ¥50,600

ムルソー プルミエ クリュ ジュヌヴァリエール
2010年／辛口
MEURASULT GENEVRIERES ［FRANCE］

Glass  ¥1,265　　Bottle  ¥7,040

Glass  ¥1,122　　Bottle  ¥6,391

ガストン キュヴェ・プレステージ／辛口

ガストンはボルドー最大のネゴシアンの一つであるＣＶＢＧ社が有するブランドで、
ワインはいずれも安定した高品質を誇り、世界中から高い評価を受けています。
 

Gaston Cuvee Prest ige ［FRANCE］

フレッシュなハーブのニュアンスとクリスプでシトラスフルーツの味わい。
酸とのバランスが楽しめます。

マトゥアリージョナル
ソーヴィニヨン・ブラン・マルボロ／辛口
MATUA Regional Sauvignon Blanc Marlbouro [NEW ZEALAND]

APERITIF MENU

Red Wine

Glass  ¥1,122　　Bottle  ¥6,391

セニョリオ デ オルガス／ミディアムボディ

豊かな果実味をしっかりと支えるバランスの良い酸とタンニンが特長の赤ワインです。
スペインの太陽をたっぷり浴びた果実味溢れる、完熟系ワイン。

SENORIO DE ORGAZ ［SPAIN］

Glass  ¥1,815　　Bottle  ¥10,120

シャトー・タイヤック・ルビィ／フルボディ

生き生きとしたルビー色。ブラックチェリー、プラムなど思わせるフルーティーな香りで、
口に含むと凝縮感のある果実味が広がり、雑味がなく、エレガントな味わいです。

CHATEAU TAYAC “RUBIS” ［FRANCE］

Bottle  ¥88,000
藍  ai  2014／フルボディ

ケンゾーエステイトワイナリーのトップキュベ。
2014ヴィンテージはナパ・ヴァレーで3年連続していた
素晴らしいヴィンテージのストーリーを結論付けるような過去最高の仕上がり。

Anvers NV Cuvee Blanc

ガストンはボルドー最大のネゴシアンの一つであるＣＶＢＧ社が有するブランドで、
ワインはいずれも安定した高品質を誇り、世界中から高い評価を受けています。

Glass  ¥1,122　　Bottle  ¥6,391

ガストン キュヴェ・プレステージ／ライトボディ
Gaston Cuvee Prest ige ［FRANCE］

Glass  ¥1,595　　Bottle  ¥9,350
アンヴァース・NV　キュヴェ・ブランは、ワインが若い間に楽しむことができるようにソフトさと親しみやすさにフォーカスをあてたスパークリングワインです。

シャルマ方式で製造し、飲みやすい王道のスパークリングワインを目指しております。バランスが取れ、良好なストラクチャーがあり、後味はスッキリとしてさわやかです。

アンヴァース・NV　キュベ・ブラン / 辛口

～オーストラリア スパークリングワイン～

Champagne

繊細な泡立ちと際立つ果実香、爽やかなのど越しをお楽しみ頂けます。

　　Bottle  ¥10,450

ジャン・ルイ ブラン・ド・ブラン・ブリュット／辛口
Jean Louis Blanc de Blancs Brut ［FRANCE］

200年を超える伝統と革新。美しいアネモネのボトルと、
洗練された味わいの「フルール・ド・シャンパーニュ（シャンパーニュの華）」。
しっかりとした骨格と、いきいきした酸味の絶妙なバランスが
調和とエレガンスを造り出している繊細なシャンパーニュ。
完璧なバランスを誇る、まさに芸術品です。

Bottle  ¥44,000

ペリエ・ジュエ・ ベル・エポック／辛口
PERRIER-JOUET BELLE EPOQUE ［FRANCE］

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。 



Beer
¥520

¥955

¥1,016

¥682

¥1,064

DRAFT BEER The PREMIUM MALT’S

DRAFT BEER The PREMIUM MALT’S

ASAHI SUPER DRY

ALL FREE

DRAUGHT GUINESS

ザ・プレミアム・モルツ（ドラフト）ハーフ

ザ・プレミアム・モルツ（ドラフト）380ml

アサヒ スーパードライ（中瓶）

オールフリー（ノンアルコール）（小瓶）

ドラフトギネス

Soft Drink
¥677

¥568

¥568

¥786

¥568

¥677

¥738

¥713

APPLE / GRAPE / MANGO / PINEAPPLE / ORANGE / GRAPEFRUIT

GINGER ALE

COLA 

PERRIER

OOLONG TEA

Coffee (Hot / Iced)

Cafe au la it (Hot / Iced)

Tea (Hot / Iced)

フルーツドリンク各種
（りんご・ぶどう・マンゴー・パイナップル・オレンジ・グレープフルーツ）

ジンジャーエール

コーラ

ペリエ 

ウーロン茶

コーヒー（ホット／アイス）

カフェオレ（ホット／アイス）

紅茶（ホット／アイス）

Glass　¥990　　Bottle　¥10,091
シェリー樫樽での長期貯蔵による滑らかさ心地よいシェリー香と甘い飲み心地。

1合 ¥1,016【熱燗】 白雪
丹波杜氏伝承の技で仕込んだ飲み飽きない本格辛口清酒です。
豊かなコクを併せもつ逸品。

1合 ¥1,681【冷や・常温】 純米吟醸　八海山
米の旨みとまろやかな喉ごしをお楽しみ下さい。
よく晴れた冬の日、澄み渡る空気の中で日差しに解け始める雪。
そんな時に感じる、なんともいえない静けさとおだやかさ。

日本酒

【麦焼酎】樽貯蔵　KUROSHIMA 黒島／大分

Glass　¥1,185　　Bottle　¥11,773
甕壷に封印し、5年間寝かせた貯蔵古酒です。長期熟成により、
芋の華やかな香りも落ち着きを備え、気品漂う熟成香が感じられるようになってます。

【芋焼酎】秘蔵の酒　蛮酒の杯／鹿児島

焼酎

Glass　¥1,672山崎12年

ウイスキー

￥896

シンデレラ
（ノンアルコール）

オレンジ・パイナップル・レモンが
バランスよくミックスされたカクテル。
名前の由来はあの「シンデレラ」。
お酒を飲まない人でも楽しんでいただける
カクテルです。
［アルコール入りもご用意できます］

◎この他にもカクテルなど多数ございますので、スタッフまでお声掛けください。

Glass　¥1,122山崎樽仕込み梅酒
［水割り／ソーダ割り／ロック］

梅酒

Glass　¥1,375ジャパニーズクラフトジン“ROKU”を
炭酸で割り、柚子の皮をいれて仕上げます。

ジンハイボール

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。 



￥1,122

￥1,122

￥1,353

￥1,122

￥1,122

￥1,463

￥1,353

￥1,243

￥1,353

￥1,353

￥1,122

Long Cocktail

Gin Ton ic

Gin R ickey

Solty Dog

Moscow Mule

Cosmopol itan

Mojit

Tequ i la Sanr iseo

Spumoni

Ch ina Blue

Cassis Orange

Ka lua Mi lk

ジントニック

ジンリッキー   

ソルティドッグ

モスコミュール

コスモポリタン

モヒート

テキーラサンライズ

スプモーニ

チャイナブルー

カシスオレンジ

カルーアミルク

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。 



￥1,122

￥1,122

￥1,122

￥1,122

￥1,122

￥1,122

￥1,573

￥1,573

￥1,573

￥1,353

￥1,243

Short Cocktail

 White Lady

Blue Moon

Ba la la ika

Da iqu i r i

XYZ

Margar ita

A lexande

Jack Roser

Sidecar

Manhat tan

Youk ih i

ホワイトレディー

ブルームーン

バラライカ

ダイキリ

XYZ

マルガリータ

アレキサンダー

ジャックローズ

サイドカー

マンハッタン

楊貴妃

￥1,122

￥1,122

￥1,012

￥1,353

Non Alcoholic

Cinderel la

Saratoga Coole

Sh i rley Temple

Vi rg in Cassi s Orange

シンデレラ

サラトガクーラー

シャーリーテンプル

ヴァージンカシスオレンジ

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。 



¥1,342

¥1,782

¥1,672

¥3,410

¥1,793

¥1,353

¥1,353

¥1,573

¥1,353

¥1,573

¥1,353

¥27,500

¥62,700

¥18,150

¥20,900

¥18,150

Scotch Whisky

Glenf idd ich 12Y

Glen l ivet 12Y

Maca l lan 12Y

Maca l lan 18Y

Glenmorang ie 18Y

High land Park 12Y

Bowmore 12Y

Ardbeg 10Y

Laphroa ig 10Y

Lagavu l in 16Y

Ta l i sker 10Y

グレンフィディック 12年

グレンリベット 12年

マッカラン 12年

マッカラン 18年

グレンモーレンジ 18年

ハイランンドパーク 12年

ボウモア 12年

アードベッグ 10年

ラフロイグ 10年

ラガーブーリン 16年

タリスカー 10年

Bott leGlass

¥1,353

¥1,793

¥7,920

¥4,290

¥1,353

¥2,255

¥1,122

¥1,573

¥2,915

¥1,573

¥18,150

¥31,900

¥73,700

¥18,150

¥38,500

¥13,750

¥50,600

¥20,350

Ba l lant ine's 12Y

Ba l lant ine's 17Y

Ba l lant ine's 30Y

Roya l Household

Ch ivas Rega l 12Y

Roya l Sa lute 21Y

Johnn ie Wa lker Black Label

Johnn ie Wa lker Gold Label

Johnn ie Wa lker Blue Label

Old Par r 12Y

バランタイン12年

バランタイン17年

バランタイン30年

ロイヤルハウスホールド

シーバスリーガル12年

ロイヤルサルート 21年

ジョニーウォーカー ブラックラベル

ジョニーウォーカー ゴールドラベル

ジョニーウォーカー ブルーラベル

オールドパー12年

Blended
ブレンデッド

Single Malt
シングルモルト

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。 



¥1,122

¥1,342

¥1,672

¥1,430

¥1,122

¥13,750

¥18,150

¥31,900

¥68,000

¥20,790

¥13,750

¥81,400

¥427,900

Japanese Whisky

Sunt ry Roya l

Sunt ry Yamazak i 

Sunt ry Yamazak i 12Y

Sunt ry Yamazak i 18Y

Ao

Chita

Sunt ry H ibik i  21Y

Sunt ry H ibik i  30Y

ローヤル

山崎 NA（ノンエイジ）

山崎 12年

山崎 18年

碧

知多

響 21年

響30年

Bott leGlass

Bott leGlass

American Whiskey / Bourbon
¥1,573

¥1,793

¥1,353

¥1,573

¥902

¥1,122

¥1,353

¥1,573

¥1,122

¥20,350

¥18,150

¥20,900

¥9.350

¥13,750

¥18,150

¥24,200

Blanton's

Booker's

Four Roses Black Label

I .  W. Harper 12Y

Jim Beam Black 6Y

Maker's Mark Red Label

Wi ld Turkey 8Y

Wi ld Turkey  13Y

Jack Dan iel 's  Black Label

ブラントン

ブッカーズ

フォアローゼス　ブラックラベル

I.W.ハーパー 12年

ジムビーム　ブラック 6年

メーカーズマーク　レッドラベル

ワイルドターキー 8年

ワイルドターキー 13年

ジャックダニエル ブラック

※入荷状況により在庫の変動がありますので、スタッフまでお問い合わせください。

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。 



¥1,353

¥1,793

¥2,783

¥2,035

¥18,150

¥28,600

¥51,700

Brandy / Cognac
Bott leGlass

カミュ VSOP　エレガンス

ヘネシー V.S.O.P

ヘネシー X.O

レミーマルタン XO

Bott leGlass

Spirits / ShoChu

¥1,012

¥1,177

¥1,408

¥10,450

¥12,650
Kurosh ima Sher ry 720ml

Banshuno Ha i 720ml

Kounojyou 720ml

黒島シェリー720ml

蛮酒の杯　720ml

甲の上　720ml

Glass

Brandy / Calvados

Camus VSOP E legance

Hennessy V.S .O.P

Hennessy X .O

Remy Mar t in XO

¥1,353
Ca lvados Bou la rd 
カルヴァドス　ブラー

※2021年4月より、サービス料・消費税を含む総額表示に変更いたしました。 




