
Sake Li�

Honke Tankuma Honten



Sparkling Sake

スパークリング日本酒

八海山 瓶内二次発酵酒 白麹あわ

HAKKAISAN Sparkling

Hakkaisan Brewery／八海醸造
特定名称（Special designation）： ―

産地(Region)： Niigata／新潟
品種(Rice)： Yamada-nishiki, Gohyakumangoku etc／山田錦、五百万石 他

シャンパーニュと同じ製法の瓶内二次発酵で造られたスパークリング日本酒
きめ細やかなでクリーミーな泡と華やかで上品な味わい

yen6,930Half Bottle（360ml）

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added



Premium Sake (Bottle)

プレミアム日本酒（ボトル）

新政 No.�  Xタイプ 

Aramasa No.6 X type 

Aramasa Brewery／新政酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Akita／秋田
品種(Rice)： ―

現代的な味わいの中にも秋田の歴史と風土を感じさせる
穏やかで澄んだ香りとすっきりした旨さが光る

yenASKBottle（720ml）

而今 純米大吟醸 各種

Jikon Junmai-daiginjo (Premium)

Kiyashow Brewery／木屋正酒造
特定名称（Special designation）：  Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Mie／三重
品種(Rice)： Yamada-nishiki／山田錦

クリアでフルーティな飲み口と、綺麗な甘み、爽やかな酸味が絶妙に調和
※時期によって銘柄が異なります。お気軽にスタッフまでお申し付けくださいませ 
Please ask a staff for more details.

yenASKBottle（720ml）

而今 純米大吟醸 特上雄町

Jikon Junmai-daiginjo Special Omachi

Kiyashow Brewery／木屋正酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Mie／三重
品種(Rice)： Omachi／雄町

史上初の世界にたった��俵しかない特上雄町を醸した而今初のプレミア酒。
米の旨みがたっぷりと感じられ、穏やかな味わい。心地よい余韻が続く

yen91,300Bottle（720ml）

黒龍 特別酒 各種

Kokuryu (Premium) 

Kokuryu Brewery／黒龍酒造
特定名称（Special designation）： ―

産地(Region)： Fukui／福井
品種(Rice)： ―

透き通るように綺麗な味わい
※時期によって銘柄が異なります。お気軽にスタッフまでお申し付けくださいませ 
Please ask a staff for more details.

yenASKBottle（720ml）

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added



磯自慢 山田錦純米大吟醸 �� 中取

Isojiman Junmai Daiginjo 35 Premium

Isojiman Brewery／磯自慢酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Shizuoka／静岡
品種(Rice)： Yamada-nishiki／山田錦

収量を度外視して造られた酒は神秘的なまでの吟醸香を漂わせ、非常に奥深い味わいを持つ

yen36,300Bottle（720ml）

鍋島 大吟醸

Nabeshima Daiginjo

Nabeshima Brewery／鍋島酒造
特定名称（Special designation）： Daiginjo-shu／大吟醸酒

産地(Region)： Saga／佐賀
品種(Rice)： Yamada-nishiki／山田錦

IWCチャンピオン酒を受賞したこともある大吟醸
お米の旨みを存分に持ちながらも透明感があるジューシー感
一口飲む毎に清 し々い吟醸香、そして広がる、圧倒的な「旨味」

yen

yen

9,900Bottle（720ml）

十四代 特別酒 各種

Juu-yondai (Premium)

Takagi Brewery／高木酒造
特定名称（Special designation）： ―

産地(Region)： Yamagata／山形
品種(Rice)： ―

近年の日本酒の味の潮流である「芳醇旨口」を代表するプレミアム酒
※時期によって銘柄が異なります。お気軽にスタッフまでお申し付けくださいませ  
Please ask a staff for more details.

ASKBottle（720ml）

Premium Sake (Bottle)

プレミアム日本酒（ボトル）

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added



Modern Sake

モダンな日本酒

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added

亜麻猫

Aramasa Brewery／新政酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Kyoto, Fushimi／京都、伏見
品種(Rice)： Sakekomachi／酒こまち

クエン酸を生成する焼酎用の麹菌＝白麹を使用して造られた酒
メリハリのある酸味と伸びやかな余韻が特徴
ぜひワイングラスで！

yen4,400Bottle（720ml）

yen770By the glass（90ml）

Amaneko

Shiraiwa Brewery／白岩酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Toyama／富山
品種(Rice)： Yamadanishiki, Omachi, Gohyakumangoku／山田錦、雄町、五百万石

ドン・ペリニヨンの元醸造責任者、リシャール・ジョフロワ氏が富山の地で醸す酒
異なる産地で栽培された山田錦、雄町、五百万石の酒米を�種の酵母で醸し、アッサンブ
ラージュした味わいは、単一の日本酒では出せない、複雑で深みのある飲み口

yen20,900Bottle（720ml）

yen3,850By the glass（90ml）

IWA5

WAKAZE

WAKAZE Brewery
特定名称（Special designation）： ―

産地(Region)： Paris, France／パリ、フランス
品種(Rice)： Rice made in Camargue／カマルグ産米

「南仏カマルグ地方の米」「フランスを流れる水」「フランスのワイン造りに使われるBIO規格
ワイン酵母」と全て���%フランス産を使用
まるでワインのような新しいテイストのモダン日本酒

yen6,600Bottle（720ml）

yen990By the glass（90ml）

リンク����

Link 8888 

Masuda Brewery／桝田酒造店
特定名称（Special designation）： Junmai-Daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Toyama／富山
品種(Rice)： Yamadaho etc／山田穂 etc

シーバスリーガルの樽で熟成された日本酒
ミルキーでクリーミーな風味が、スコッチウイスキーの微かなアロマに包まれており、全体に
ハーブを思わせるフレッシュでハチミツのような甘いテイストが感じられる

yen14,300Bottle（720ml）

yen2,530By the glass（90ml）



Aromatic Sake (fragrant and light)

薫酒（香りの高い酒）

而今

Jikon

Kiyasyow Brewery／木屋正酒造
特定名称（Special designation）： ―

産地(Region)：  Mie／三重
品種(Rice)：  ―

クリアでフルーティな飲み口と、綺麗な甘み、爽やかな酸味が絶妙に調和
※時期によって銘柄が異なります。お気軽にスタッフまでお申し付けくださいませ 
Please ask a staff for more details.

yen1,430~１合（180ml）

yen880~By the glass（90ml）

十四代

Juu-yondai

Takagi Brewery／高木酒造
特定名称（Special designation）：  ―

産地(Region)： Yamagata／山形
品種(Rice)：  ―

近年の日本酒の味の潮流である「芳醇旨口」を代表するプレミアム酒
※時期によって銘柄が異なります。お気軽にスタッフまでお申し付けくださいませ  
Please ask a staff for more details.

yen1,650~１合（180ml）

yen990~By the glass（90ml）

花浴陽

光栄菊

Hana-abi

Nan-you Brewery／南陽醸造
特定名称（Special designation）：  ―

産地(Region)： Saitama／埼玉
品種(Rice)： Misato-nishiki／ ―

果実のような高い香りと上品な蜜のような甘み、絶妙な酸味とコク
※時期によって銘柄が異なります。お気軽にスタッフまでお申し付けくださいませ  
Please ask a staff for more details.

yen1,540~１合（180ml）
yen880~

1,540~
880~

By the glass（90ml）

Koueigiku

Koueigiku Brewery／光栄菊醸造
特定名称（Special designation）：  ―

産地(Region)： Saga／佐賀
品種(Rice)： Misato-nishiki／ ―

ジューシーでフルーティー。しっかりとした酸味と余韻のほろ苦さ。多層的でモダンな味わい
※時期によって銘柄が異なります。お気軽にスタッフまでお申し付けくださいませ  
Please ask a staff for more details.

yen１合（180ml）
yenBy the glass（90ml）

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added



Aromatic Sake (fragrant and light)

薫酒（香りの高い酒）

五紋神蔵Kagura 「七曜」

Gomon-Kagura “Shichi-you”

Matsui Brewery／松井酒造
特定名称（Special designation）：  Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Kyoto, Kyoto-city／京都、京都市
品種(Rice)： Gohyakumangoku／五百万石

一切濾過を行わない無濾過生原酒の純米大吟醸
吟醸香と樽から出したてのキレのある喉越し、淡麗な味

yen1,210１合（180ml）

yen770By the glass（90ml）

英勲 「井筒屋伊兵衛」

Eikun “Izutsuya-ihe-e”

Saitoh Brewery／齊藤酒造
特定名称（Special designation）：  Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Kyoto, Fushimi／京都、伏見
品種(Rice)： Iwai／祝

京都産幻の酒造好適米「祝」を全量使用し造り上げた純米大吟醸酒
ほのかにただよう吟醸香と淡麗でフルーティな味わいがバランスよく調和したお酒

yen2,310１合（180ml）

yen1,430By the glass（90ml）

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added

Kachikoma

Kiyoto Brewery／清都酒造場
特定名称（Special designation）： Daiginjo-shu／大吟醸酒

産地(Region)： Toyama／富山
品種(Rice)： Yamada-nishiki／山田錦

青りんごを思わせるようなフルーティーな香りとセルフィーユのようなハーブ香
すっきりとしてきれいな後味

yen2,200１合（180ml）

yen1,320By the glass（90ml）勝駒

飛露喜 純米吟醸

Hiroki Junmai-ginjo

Hiroki Brewery／廣木酒造本店
特定名称（Special designation）： Junmai-ginjo-shu／純米吟醸酒

産地(Region)： Fukushima／福島
品種(Rice)： Yamada-nishiki,Gohyaku-mangoku／山田錦、五百万石

ミネラリーで骨格のある旨みとキレのある酸がバランスを取り、味わいの後半より辛みが追
いかけてくるメリハリのある純米吟醸酒

「密度感のある旨み」

yen1,430１合（180ml）

yen880By the glass（90ml）



Aromatic Sake (fragrant and light)

薫酒（香りの高い酒）

松の司 竜王産山田錦 土壌別仕込

Matsu-no-tsukasa

Matsuse Brewery／松瀬酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Shiga／滋賀
品種(Rice)： Yamada-nishiki／山田錦

フルーティーで爽やかな深い香りと果実味のある濃厚な味わいに、
スッキリとしたキレのある非常にみずみずしい口当たり。
香りもよく、旨みのなかにも透明感のある味わいを感じることができる

yen1,650１合(180ml）

yen990By the glass（90ml）

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added

天賦

Tenbu

Nishi Brewery／西酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-ginjo-shu／純米吟醸酒

産地(Region)： Kagoshima／鹿児島
品種(Rice)： ―

焼酎「富乃宝山」で有名な西酒造が醸す日本酒。　洋梨やメロン、白桃の香り、
ヨーグルト、フレッシュチーズ、生栗や栗の花のような香りも感じられ、何層にも重なった香り
の調和を楽しめる

yen1,430１合（180ml）

yen880By the glass（90ml）

神聖 松の翆

Shinsei Matsu-no-midori

Yamamoto-honke Brewery／山本本家
特定名称（Special designation）： Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Kyoto, Fushimi／京都、伏見
品種(Rice)：  Gin-fubuki／吟吹雪

香りが高く、含み香（口中香）のある、フルーティーな味。
 懐石料理に最適な少し辛口で綺麗な後味が特徴

yen1,650１合瓶（180ml）

富翁 丹州山田錦

Tomio Tansyu Yamadanishiki

Kitagawa honke Brewery／北川本家
特定名称（Special designation）： Junmai-ginjo-shu／純米吟醸酒

産地(Region)： Kyoto, Fushimi／京都、伏見
品種(Rice)： Yamada-nishiki／山田錦

yen1,210１合（180ml）

yen770By the glass（90ml）

京都府綾部市にある丹州河北農園で農薬を極力使用せず契約栽培した酒造好適米「山田
錦」だけを原料に、京都で開発された酵母「京の琴」と伏見の名水「伏水」で醸した純米吟
醸酒。　青りんごを連想させる爽やかでやさしい香りとしっかりとした米の旨味



Aromatic Sake (fragrant and light)

薫酒（香りの高い酒）

獺祭 磨き２割３分

Dassai 23

Asahi Brewery／旭酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Yamaguchi／山口
品種(Rice)： Yamada-nishiki／山田錦

華やかな上立ち香と口に含んだとき のきれいな蜂蜜のような甘み
飲み込んだ後口はきれいに切れていきながらも長く続く余韻

yen5,720小瓶(300ml）

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added

yen3,190１合(180ml）

By the glass（90ml） yen1,870

yen3,410１合(180ml）

By the glass（90ml） yen1,980

東洋美人 特吟 愛山

Toyo-bijin Tokugin Aiyama

Sumikawa Brewery／澄川酒造場
特定名称（Special designation）： Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Yamaguchi／山口
品種(Rice)： Aiyama／愛山

愛山らしいジューシーな味わいと東洋美人らしい透明感ある喉越し
気品ある香味と愛山の旨味

鳳凰美田 ゴールドフェニックス

Houou-biden Gold Phoenix

Kobayashi Brewery／小林酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Tochigi／栃木
品種(Rice)： Aiyama／愛山

希少酒造好適米「愛山」���％使用。
口に含むと、ほんのりと甘く優しい味わいが、愛山独特のインパクトある広がりをもって楽しめる

アンフィルタード・サケ

Un�ltered Sake

Umeno-yado Brewery／梅乃宿酒造
特定名称（Special designation）：Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Nara／奈良
品種(Rice)： Omachi／雄町

フルーティーな香りと雄町米ならではの柔らかい膨らみ

yen1,430１合（180ml）

yen880By the glass（90ml）



天鷲絨-ヴィリジアン

Viridian

Aramasa Brewery／新政酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-ginjo-shu／純米吟醸酒

産地(Region)： Akita／秋田
品種(Rice)： Misato-nishiki／美郷錦

秋田の高級酒米「美郷錦」を用い、木桶仕込みによって醸した酒
口の中に広がる力強い厚みと余韻

yen2,530１合（180ml）
yen1,540By the glass（90ml）

Syousetsu Amami-zuki

kanzawagawa Brewery／神沢川酒造場
特定名称（Special designation）： Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Shizuoka／静岡
品種(Rice)： Gin-ginga／吟ぎんが

バナナやマンゴーを思わせる南洋果実の風味
切れの良い後味

yen1,430１合(180ml）

By the glass（90ml） yen880正雪 天満月

Aromatic Sake (fragrant and light)

薫酒（香りの高い酒）

みむろ杉

Mimuro-Sugi

Imanishi Brewery／今西酒造
特定名称（Special designation）：  Junmai-ginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Nara／奈良
品種(Rice)： Yamada-nishiki／山田錦

香りはフレッシュで爽やかなラムネのような吟醸香。シャープで綺麗な酸。そしてジューシーな旨みとエキス。
※時期によって銘柄が異なります。お気軽にスタッフまでお申し付けくださいませ  
Please ask a staff for more details.

yen１合（180ml）

yenBy the glass（90ml）

1,210~
770~

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added



Refreshing Sake (light and smooth)

爽酒（爽快でなめらかな酒）

神聖 特別純米 原酒

Shinsei Tokubetsu Junmai 

Yamamoto-honke Brewery／山本本家
特定名称（Special designation）： Tokubetsu-Junmai-shu／特別純米酒

産地(Region)： Kyoto, Fushimi／京都、伏見
品種(Rice)：  Kyo-no-kagayaki／京の輝き

京都府産「京の輝き」を１００％使用した超辛口の味わいとキレのある後味

yen1,430１合（180ml）

yen880By the glass（90ml）

澤屋まつもと 守破離 ID����-�

Sawaya Matsumoto Shuhari ID1314-1

Matsumoto Brewery／松本酒造
特定名称（Special designation）：  Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Kyoto, Fushimi／京都、伏見
品種(Rice)：  Yamada-nishiki／山田錦

東条岡本村で育った山田錦を稲の育った田んぼの場所毎に仕込みわけた酒
こちらは岡本村の上流で採られた山田錦でから造られている

yen2,090１合（180ml）

yen1,210By the glass（90ml）

城陽 吟醸大辛口５５

Joyo Ginjo Super Dry 55

Joyo Brewery／城陽酒造
特定名称（Special designation）：  Ginjo-shu／吟醸酒

産地(Region)： Kyoto, Joyo／京都、城陽
品種(Rice)：  Iwai／祝

京都府を代表する酒米「祝」を���％使用した吟醸酒
芳醇な香りに淡麗でスッキリとした味わいの京の大辛口

yen1,210１合（180ml）

yen770By the glass（90ml）

久美の浦

Kumi-no-ura

Kumano Brewery／熊野酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-ginjo-shu／純米吟醸酒

産地(Region)： Kyoto, Tango／京都、丹後
品種(Rice)： Gohyakumangoku, Kyo-no-kagayaki／五百万石、京の輝き

京都府産の酒米、「五百万石」と「京の輝き」を高精白し吟醸用酵母にてじっくり醸した酒
しっかりとした酸味、コク
重厚な味わいながらもキレのある味わい

yen880１合（180ml）
yen550By the glass（90ml）

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added



Refreshing Sake (light and smooth)

爽酒（爽快でなめらかな酒）

黒龍

Kokuryu

Kokuryu Brewery／黒龍酒造
特定名称（Special designation）： Daiginjo-shu／大吟醸酒

産地(Region)： Fukui／福井
品種(Rice)： Yamada-nishiki／山田錦

ふくよかな香り、透明な喉ごし、爽やかな飲み心地
絹の羽二重織のようにしなやかできめ細やかな味わい

yen1,980１合（180ml）

越乃寒梅 灑

Koshi-no-kanbai “Sai”

Ishimoto Brewery／石本酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-ginjo-shu／純米吟醸酒

産地(Region)： Niigata／新潟
品種(Rice)： Gohyakumangoku, Yamada-nishiki／五百万石、山田錦

精米歩合��%に磨いた五百万石と山田錦を使用
越乃寒梅らしい上品さ、キレの良さ

yen1,210１合（180ml）

yen770By the glass（90ml）

石鎚

Ishizuchi

Ishizuchi Brewery／石鎚酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-ginjo-shu／純米吟醸酒

産地(Region)： Ehime／愛媛
品種(Rice)： Yamada-nishiki, Matsuyama-mii／山田錦、松山三井

少し穏やかでやさしい香味と滑らかな旨味のバランスが良く、食中酒として完成度が高い
純米吟醸酒
スッキリとした心地良い後味の飲みやすいお酒

yen1,210１合（180ml）

yen770By the glass（90ml）

yen1,210By the glass（90ml）

山城屋 スペシャルクラス

Yamashiroya Special Class

Koshi Brewery／越銘醸
特定名称（Special designation）： Junmai-Daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Niigata／新潟
品種(Rice)： Koshi-Tanrei／越淡麗

コクのあるミルキーさとレモンのような爽やかな柑橘系の香りが同居
淡麗でありながらも米の旨みのボリューム感や力強さ、酒としての存在感を感じる

yen2,200１合（180ml）
yen1,320By the glass（90ml）

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added



Refreshing Sake (light and smooth)

爽酒（爽快でなめらかな酒）

日高見 超辛口純米酒

Hitakami Super Dry

Hirakou Brewery／平孝酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Miyagi／宮城
品種(Rice)： Hitomebore／ひとめぼれ

穏やかな香りと程よい米の旨み、すっきりとしたキレのある味わい
魚介類との相性抜群

yen990１合(180ml）

By the glass(90ml） yen660

富久長 八反草 ��

Fukucho Hattan-sou 50

Imada Brewery／今田酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Hiroshima／広島
品種(Rice)： Hattan-sou／八反草

富久長が独自に復活栽培した広島八反系酒米のルーツ「八反草」を��％まで磨いた、広島
の自然が息づく優しい味の純米大吟醸
華やかな香りとともに、八反草ならではの素朴な風味、すがすがしい後口

yen1,430１合(180ml）

By the glass(90ml） yen880

飛切り

Tobikiri

Tenryou Brewery／天領酒造
特定名称（Special designation）： Tokubetsu-Junmai-shu／特別純米酒

産地(Region)： Gifu／岐阜
品種(Rice)： Hida-homare／ひだほまれ

現代の嗜好にあった豊かな香りとコクが、体を包み込んでくれるような、辛口の純米酒。
冷酒で呑むと、きりっと爽やか。
寒い冬には、ぬる燗で呑むと、うま味の広がりが最高

yen990１合(180ml）

By the glass(90ml） yen660

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added

水尾

Mizuo

Tanakaya Brewery／田中屋酒造店
特定名称（Special designation）： Junmai-daiginjo-shu／純米大吟醸酒

産地(Region)： Nagano／長野
品種(Rice)： Kinmon-nishiki／金紋錦

長野の酒造好適米「金紋錦」の特徴を生かした独特な深みとふくらみ、幅のある味わいと香り

yen2,860１合（180ml）

yen1,650By the glass（90ml）



Rich Sake (full body and subtle fragrance)

醇酒・熟酒（コクがある酒、熟成酒）

京の春

Kyo-no-haru

Mukai Brewery／向井酒造
特定名称（Special designation）： Tokubetsu-Junmai-shu／特別純米酒

産地(Region)： Kyoto, Tango／京都、丹後
品種(Rice)： Kyo-no-kagayaki／京の輝き

��％精米の「京の輝」を���％使用した特別純米酒
酸と旨みとのバランスに優れた旨口の酒

yen990１合（180ml）

yen660By the glass（90ml）

富翁 山廃仕込

Tomio Yamahai

Kitagawa honke Brewery／北川本家
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Kyoto, Fushimi／京都、伏見
品種(Rice)： Yamadanishiki／山田錦

兵庫県特A地区産山田錦と京都伏見の名水だけで仕込んだ純米酒
山廃仕込みならではの綺麗な酸とローストナッツを想わせる熟成感のある旨味が特徴

yen880１合（180ml）

yen550By the glass（90ml）

六歓 みのり

Rokkan Minori

Towa Brewery／東和酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Kyoto, Fukuchiyama／京都、福知山
品種(Rice)： Kinuhikari／キヌヒカリ

食べるお米と同じくらいの磨きながらも、雑味が少なくエレガント
極辛でキレのある食中酒

yen1,210１合（180ml）

yen770By the glass（90ml）

玉川 祝 無濾過生原酒

Tamagawa Iwai 
Un�ltered & Unpasteurised Sake

Kinoshita Brewery／木下酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-ginjo-shu／純米吟醸酒

産地(Region)： Kyoto, Tango／京都、丹後
品種(Rice)： Iwai／祝

酸味と甘味、旨味のバランスがとれた柔らかい飲み口
味の密度が高いフルボディータイプの酒

yen1,210１合（180ml）

yen770By the glass（90ml）

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added



初孫 生酛純米

Hatsumago Kimoto-Junmai

Rich Sake (full body and subtle fragrance)

Touhoku Meijo Brewery／東北銘醸
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Yamagata／山形
品種(Rice)： ―

生もとならではの飲み飽きしない、奥深い味わいとスッキリとした後口

yen880１合(180ml）

By the glass(90ml） yen550

御前酒 

Gozenshu 

Tsuji-honten／辻本店
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Okayama／岡山
品種(Rice)： Omachi／雄町

熟成を経て、雄町米由来の濃醇な旨みと、「菩提もと」ならではの特徴的な酸が際立つ、
すっきり旨口系純米酒

yen1,210１合(180ml）

By the glass(90ml） yen770

 

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added

秋鹿 山廃純米

Akishika Yamahai-Junmai

Akishika Brewery／秋鹿酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Osaka／大阪
品種(Rice)： Yamada-nishiki／山田錦

熟成による旨味、心地よい渋味、引き締まった辛口の飲み心地

yen990１合（180ml）

yen660By the glass（90ml）

春心 純米 生もと 五百万石 

Harugokoro Junmai Kimoto 
Gohyakumangoku

Nishide Brewery／西出酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Ishikawa／石川
品種(Rice)： Gohyakumangoku／五百万石

無農薬栽培有機肥料で栽培した全量五百万石の純米酒
力強さを持ちつつも後から引っ張ってくる生酛特有の酸味により
キレがよく、全体の調和が素晴らしい酒

yen1,650１合（180ml）
yen990By the glass(90ml）

醇酒・熟酒（コクがある酒、熟成酒）



Rich Sake (full body and subtle fragrance)

南部美人

Southern Beauty 

Nanbu Bijin Brewery／南部美人
特定名称（Special designation）： Tokubetsu-Junmai-shu／特別純米酒

産地(Region)： Iwate／岩手
品種(Rice)： Gin-otome／ぎんおとめ

ふわっとやさしい果実の香りと上品な米の旨みで後味すっきり
幅広い料理に合う究極の食中酒

yen1,210１合（180ml）

yen770By the glass（90ml）

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added

田中六五 

Tanaka-rokujyu-go

Shiraito Brewery／白糸酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Fukuoka／福岡
品種(Rice)： Yamada-nishiki／山田錦

ぶどうを思わせる様な爽やかで柔らかな香り、凝縮された米の旨味とそれをまとめる酸が
見事に調和

yen1,210１合(180ml）

By the glass(90ml） yen770

菊正宗 特撰 生酛 辛口

Kikumasamune Tokusen 
Kimoto Krakuchi

Kikumasamune Brewery／菊正宗
特定名称（Special designation）： Honjozo-shu／本醸造酒

産地(Region)： Hyogo／兵庫
品種(Rice)： ―

生酛特有のコクのある旨味と抜群のキレ味

yen880１合（180ml）
yen550By the glass（90ml）

七本鎗 純米 渡船

Shichihon-yari Junmai Wataribune

Tomita Brewery／冨田酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Shiga／滋賀
品種(Rice)： Shigawataribune No.�／滋賀渡船�号

コク・甘・旨・酸・渋・辛など様々な要素が多層的な味わいを演出する、力強く重厚な味わい

yen1,210１合（180ml）

yen770By the glass（90ml）

醇酒・熟酒（コクがある酒、熟成酒）



Rich Sake (full body and subtle fragrance)

醇酒・熟酒（コクがある酒、熟成酒）

※別途サービス料１５％を頂戴しております     Service Charge ��% will be added

群馬泉 山廃本醸造

Gunmaizumi Yamahai-Honjozo

Shimaoka Brewery／島岡酒造
特定名称（Special designation）： Honjozo-shu／本醸造酒

産地(Region)： Gunma／群馬
品種(Rice)： Wakamizu, Asahi-no-yume／若水、あさひの夢

繊細さを伴った程よいボディ感ながら、キリっとした酸が上手くまとめて芯の通った味わい
後口にキレのよさがある、芯があるのに柔らか、飲むほどにうま味が出てくる酒
燗酒がおすすめ

yen880１合（180ml）

yen550By the glass（90ml）

日置桜 生酛 強力

Hiokizakura Kimoto Gouriki

Yamane Brewery／山根酒造店
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Tottori／鳥取
品種(Rice)： Gouriki／強力

素朴ながら柔らかな旨味と滋味あふれる辛さがマッチング
複雑で立体的･多面体的の味わい

yen1,210１合（180ml）

yen770By the glass（90ml）

吉野杉の樽酒 雄町山廃純米酒

Yamahai Junmai 
aged in “Yoshino” cedar barrel

Choryu Brewery／長龍酒造
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Nara／奈良
品種(Rice)： Omachi／雄町

やわらかな樽香と雄町米のふくらみのある味わいとの絶妙なバランスを楽しめる山廃純米
酒の樽酒 
食中酒として、また、秋～冬にかけては、熱燗も絶品

yen1,210１合（180ml）

yen770By the glass（90ml）

カネナカ 生酛純米 超辛口

Kanenaka Kimoto Junmai Super Dry

Nakajimaya Brewery／中島屋酒造場
特定名称（Special designation）： Junmai-shu／純米酒

産地(Region)： Yamaguchi／山口
品種(Rice)： Yamada-nishiki, Gohyakumangoku／山田錦、五百万石

辛さの中にもやわらかなコクと適度な酸味がバランス良く
力強さとキレの良さを兼ね備えた超辛口純米酒

yen990１合（180ml）
yen660By the glass（90ml）
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