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”

Junmai / 純米
Akitabare “Koshiki Junzukuri” / 秋田晴 “古式純造り”
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

100ml…..$12

150ml…..$16

300ml.....$30

720ml/bottle…..$60

Otokoyama / 男山
Light, smooth and rich type
軽快、滑らかな口当たりでコクのあるタイプ

100ml…..$10

150ml....$13

300ml…..$24

Ginjo / 吟醸
Dewazakura “Oka” / 出羽桜 “桜花”
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

100ml…..$13

150ml…..$23

300ml.....$43

720ml/bottle…..$80

Dewazakura “Dewasansan” / 出羽桜 “出羽燦々”
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

100ml…..$13

150ml…..$18

300ml.....$34

720ml/bottle…..$72

Hakkaisan / 八海山
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

100ml…..$12

150ml.....$15

300ml…..$28

Beer / ビール
“Draft Beer”
Kirin Ichiban Shibori キリン一番搾り “樽生“

…..$6 (360ml)

“Hawaii”
Kona Brewery Long Board
Fire Rock Pale Ale

ロングボード
ファイヤーロック・ペールエール

(S)…..$6
(S)…..$6

“Japan”
Asahi Super Dry
Sapporo Black Label

アサヒスーパードライ
サッポロ黒ラベル

(S)…..$6 (L)…..$9
(S)…..$6 (L)…..$9

“USA”
Budweiser
Bud Light

バドワイザー
バドライト

(S)…..$5
(S)…..$5

“Non Alcohol”

“ノンアルコールビール”

Whisky / ウイスキー
Suntory Whisky “TOKI”
サントリーウイスキー “季” …$13

Chivas Regal 12Y
シーバスリーガル 12 年 …$13

Highball

ハイボール ...$9

(whisky & Soda )

Non-alcohol Drinks / ソフトドリンク
Mango Soda

マンゴーソーダ

…..$ 6

Mango Smoothie

マンゴースムージー

…..$ 7

Pineapple Juice
Coca-Cola / Diet Cola
Ginger Ale / Sprite
Oolong Tea

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

Perrier

ペリエ

…..$4 (each/各)

Daiginjo / 大吟醸
Dasai “Zyunmai Daiginjo 50”/ 獺祭 “純米大吟醸 50”
From Yamaguchi

Exquisite balance of fresh taste and soft and delicate fragrance
新鮮な味と柔らかで繊細な香りが絶妙なバランス

100ml…..$21

150ml…..$28

300ml…..$52

Hoyo “Kura no Hana” / 鳳陽 “蔵の華”
From Miyagi

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

100ml…..$18

150ml…..$25

300ml…..$48 500ml/bottle…..$70

Kubota “Manju” / 久保田 “萬寿”
From Niigata

Classic light sake with clarity and finesse
洗練された吐息と風雅な味わい

100ml…..$25

150ml…..$35

300ml…..$65

Fruits 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

glass…..$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

glass…..$12

Shochu / 焼酎
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

glass…..$8

750ml/bottle…..$60

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

glass

$15

750ml/bottle

$100

Cocktail / カクテル

Lemon Sour

Yuzu Sour

Mango Sour

レモンサワー

柚子サワー

マンゴーサワー

Frozen Mango Daiquiri

フローズン・マンゴー・ダイキリ

…..$ 8
…..$10

Wine / ワイン
Champagne & Sparkling Wine/ シャンパン & スパークリングワイン
Bottle
401 Moet et Chandon Imperial / モエ・エ・シャンドン アンペリアル
400 “ J “ Cuvee 20 Brut (Russian River Valley) / ジェイ キュヴェ 20 ブリュット
402 Chandon Bryt Classic 187ml(California) / シャンドン ブリュット 187ml

White Wine / 白ワイン

……$130
……$75
……$12

～Chardonnay / シャルドネ～

Bottle
419
431
415
426

Chateau Montelena (Napa Valley) / シャトー・モンテレーナ（ナパバレー)
Pouilly Fuisse ~Louis Latour~(France)/ プイィ・フュイッセ ~ルイ・ラトゥール~
Sonoma Cutrer (Russian River Valley) / ソノマ カトラー（ロシアンリバーバレー）
Sycamore Lane (California) / シカモア・レーン(カリフォルニア)

……$95
……$80
……$45
……$38

Glass…$8

～Sauvignon Blanc / ソーヴィニヨンブラン～

1008 Cakebread (Napa Valley) / ケークブレッド （ナパバレー)

Red wine / 赤ワイン

……$67

～Pinot Noir / ピノノアール～

Bottle
514 Rusack (Santa Barbara)/ リュサック (サンタバーバラ)
551 King Estate (Oregon) / キング・エステート (オレゴン)

……$75
……$65

～Cabernet Sauvignon / カベルネソーヴィニヨン～

523 Jordan (Alexander Valler) / ジョーダン (アレクサンダーバレー)
2202 Roth (Alexander Valler) / ロス (アレクサンダーバレー)
518 Sycamore Lane (California) / シカモア・レーン(カリフォルニア)

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。

……$120
……$70
……$38 Glass…$8

