Sake Tasting Sampler / 酒サンプラー $18/set (2oz)
Junmai / 純米

Koshiki Junzukuri / 秋田晴 “古式純造り”

Ginjo / 吟醸

Dewazakura “Oka” / 出羽桜 “桜花”

Daiginjo / 大吟醸

Hoyo “Kura no Hana” / 鳳陽 “蔵の華”

SMV (SAKE METER VALUE)
A representation of the Hydrometer is used to
Measure the Sake Meter Value(Nihonshu-Do)
of sake.This helps you to find your favorite sake.
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Junmai / 純米
Akitabare “Koshiki Junzukuri” / 秋田晴 “古式純造り”
From Akita / SMV : +3 / Taste : Dry-Light

Pleasingly dry and quite mild, a well- crafted traditional sake
さらりとした飲み飽きしない淡麗辛口の味わい

120ml/4oz…..$8

360ml/12oz…..$23

720ml/bottle…..$45

Otokoyama / 男山
From Hokkaido / SMV : +1 / Taste : Dry-Light
Light, smooth and rich type
軽快、滑らかな口当たりでコクのあるタイプ

120ml/4oz…..$10

360ml/12oz…..$29

Ginjo / 吟醸
Dewazakura “Oka” / 出羽桜 “桜花”
From Yamagata / SMV : +5 / Taste : Dry-Light
Delightful, flowery bouquet with touch of pear and melon
心地よい花の香りと梨やメロンを思わせる味わい

120ml/4oz…..$10

360ml/12oz…..$29

720ml/bottle…..$57

Dewazakura “Dewasansan” / 出羽桜 “出羽燦々”
From Nagano / SMV : +4 / Taste : Dry-Light
Mellow, with a green apple tartness and a refreshing finish
青林檎のような爽やかな酸味とすっきりとした後味

120ml/4oz…..$11

360ml/12oz…..$32

Hakkaisan / 八海山
From Niigata / SMV : +5 / Taste : Dry-Light
Dry and a bit spicy
霊峰八海山より湧き出る雷電様の清水を使用

120ml/4oz…..$13

360ml/12oz…..$38

720ml/bottle…..$63

Daiginjo / 大吟醸
Hoyo “Kura no Hana” / 鳳陽 “蔵の華”
From Miyagi / SMV : +2 / Taste : Dry-Light

A Truly light sake with sweetness, delicacy and finesse
繊細かつ優美、きれいな甘みがある軽やかな風味

120ml/4oz…..$15

360ml/12oz…..$44

500ml/bottle…..$58

Kubota “Manju” / 久保田 “萬寿”
From Niigata / SMV : +2 / Taste : Dry-Rich
Classic light sake with clarity and finesse
洗練された吐息と風雅な味わい

120ml/4oz…..$29

360ml/12oz…..$84

Nama / 生酒
Masumi “Arabashiri” / 真澄 “あらばしり”
From Nagano / SMV : -1 / Taste : Sweet-Light
Lovely aroma, vivid taste, brilliant finish
季節限定、搾りたて新酒の味わいが満喫できる生原酒

120ml/4oz…..$14

360ml/12oz…..$41

720ml/bottle…..$81

Shochu / 焼酎
Enjoy on the rock or with cold or hot water

Iichiko(Barley) / いいちこ（麦）
Outstanding aroma combined with excellent body
麦の馨しい香り、風味豊かに仕上げた焼酎

120ml/4oz…..$8

750ml/bottle…..$45

Iichiko BLŪ(Barley) / いいちこ ブルー（麦）
We have raised the bar with more aroma and deep Flavors
深い重厚感のある香り、口に広がる大麦の甘味、優しく丸い喉越しの本格麦焼酎

120ml/4oz…..$10 750ml/bottle…..$55

Satoh(Sweet Potato) / 佐藤（芋）
Perfect balance of flavor and aroma of sweet potato
華やかな香り、味の深さと質の高さを誇る芋焼酎

120ml/4oz…..$15 750ml/bottle…..$85

Fruit Liquor / 果実酒
Hakutsuru “Plum Wine” / 白鶴 “梅酒”
Refreshingly semi-sweet and well-matured aroma from plum fruit
成熟した梅の果実の爽やかな甘みが広がります

120ml/4oz…..$8

750ml/bottle…..$45

Bijofu Yuzu “kouchi” / 美丈夫 ゆず
Freshness of sweet,tart Yuzu with honey flavor
ゆずの爽やかな香りが口の中で広がりいつまでも余韻に浸れます

120ml/4oz…..$12

Beer / ビール
“Hawaii”
Kona Brewary Long Board
Fire Rock Pale Ale
Aloha Beer
“Japan”
Asahi Super Dry
Orion Beer
Kirin Ichiban Shibori
Sapporo Black Label
“Holland”
Heineken
“USA”
Budweiser
Bud Light

ロングボード
ファイヤーロック・ペールエール
アロハビール

(S)…..$6
(S)…..$6
(S)…..$6

アサヒスーパードライ
オリオンビール
キリン一番搾り
サッポロ黒ラベル

(S)…..$6
(S)…..$8
(S)…..$6
(S)…..$6

ハイネケン

(S)…..$6

バドワイザー
バドライト

(S)…..$5
(S)…..$5

(L)…..$9
(L)…..$9
(L)…..$9

House Wine / ハウスワイン
Sycamore California Wine / カリフォルニア産ワイン
Chardonnay / シャルドネ（White / 白ワイン）
Cabernet Sauvignon / カベルネソーヴィニヨン（Red / 赤ワイン）
Glass…..$8
Bottle…..$38
The complete wine list is available.Please ask your server.
他のワインもご用意しております。ワインリストはスタッフにお申し付けくださいませ。

Tropical Cocktail / トロピカルカクテル
“Rum Base”
Mai tai
Pina Colada

マイタイ （2 種類のラムとトロピカルジュース）
ピニャ・コラーダ （ラムとココナッツ、パイナップルジュース）

…..$11
…..$10

“Vodka Base”
Chi Chi
Blue Hawaii

チチ （ウォッカとココナッツ、パイナップルジュース）
ブルーハワイ （ウォッカ、ブルーキュラソー、パイナップルジュース）

…..$10
…..$10

Non-alcohol Drinks / ソフトドリンク
Orange Juice
Pineapple Juice
Coca-Cola
Diet Cola
Ginger Ale
Sprite
Oolong Tea

オレンジジュース
パイナップルジュース
コーラ
ダイエットコーラ
ジンジャーエール
スプライト
ウーロン茶

…..$4 (each/各)

