【Grand Menu】

期間：2022 年 10 月 1 日（土）～
1 Oct 2022 –

※料金には、消費税が含まれております。別途サービス料 10％を頂戴いたします。
※イベント・季節・仕入れの状況により、食材・メニュー・価格に変更がある場合がござ
います。
※The price includes the consumption tax. Separately the 10% service charge.
※Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the
market.

Reservation
TEL：

03-3447-1139

受付時間 Operation hours
10:00A.M. ～ 6:00P.M.

【DRAFT BEER】

Kirin Brau Meister

¥1,400

キリン ブラウマイスター

【BOTTLED BEER】

Kirin Lager

¥1,300

キリン ラガー (334ml)

Sapporo Black Label

¥1,300

サッポロ 黒ラベル (334ml)

Asahi Super Dry

¥1,300

アサヒ スーパードライ (334ml)

Suntory premium Malts

¥1,400

サントリー プレミアム モルツ (334ml)

Corona Extra

¥1,400

コロナ エキストラ (355ml)

Budweiser

¥1,400

バドワイザー (330ml)

Heineken

¥1,400

ハイネケン (330ml)

Guinness Stout

¥1,500

ギネス スタウト (330ml)

【BEER COCKTAIL】

Red Eye

¥1,500

レッド アイ

Shandy Gaff

¥1,500

シャンディ ガフ

【SHOCHU】

Nikaidou Kicchomu (Barley Shouchu)
麦焼酎 二階堂 吉四六

大分（90ml）

Kicchou Hozan (Sweet Potatoes Shouchu)
芋焼酎 吉兆宝山

¥ 1,200
¥1,200

鹿児島 (90ml)

【SAKE】

Suigei Ginrei
酔鯨

吟麗

¥2,300

(純米吟醸) 高知 (180ml)

Hakkaisan
八海山

(純米吟醸)

¥2,200
新潟 (180ml)

【CHAMPAGNE】

Piper Heidsieck Brut
パイパー エドシック ブリュット

(Glass) ¥2,100

(Bottle) ¥14,000

Perrier Jouët Blason Rosé
ペリエ ジュエ ブラゾン ロゼ

(Bottle) ¥19,000
【WHITE WINE】

Justin Vineards Sauvignon Blanc (America)
ジャスティン ヴィンヤード ソーヴィニヨンブラン (アメリカ)

(Glass) ¥1,800

(Bottle) ¥10,000

Wignalls Chardonnay (Australia)
ウィグナルス シャルドネ (オーストラリア)

(Glass) ¥1,900

(Bottle) ¥11,000

【RED WINE】

Chateau Bournac (France)
シャトー ブルナック (フランス)

(Glass) ¥1,800

(Bottle) ¥10,000

Wignalls Pinot Noir (Australia)
ウィグナルス ピノノワール (オーストラリア)

(Glass) ¥1,900

(Bottle) ¥11,000

【SHERRY】

Tio Pepe

¥1,300

ティオ ペペ

Don Zoilo Fino

¥1,300

ドン ソイロ フィノ

Don Zoilo Amontillado

¥1,300

ドン ソイロ アモンティリャード

【PORT】

Taylor’s Fine Ruby

¥1,300

テイラー ファイン ルビー

【VERMOUTH】

Noilly Prat Dry

¥1,300

ノイリー プラット ドライ

Cinzano (Dry/Rosso)
チンザノ (ドライ／ロッソ)
※表記料金には、消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（10%）を加算させていただきます。

※Price includes consumption tax. 10% will be added for service charge.
※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※水割り、ソーダ割り、その他ソフトドリンク割り等のミックスドリンク代金を別途頂戴させていただきます。

※Price for mixers such as mineral water,soda water or others will be added on the above liquors.

¥1,300

【SINGLE MALT SCOTCH WHISKY】
－SPEYSIDE－

The Macallan 12years

（Glass 45ml）
¥2,800

(Bottle)
¥39,000

¥6,800

¥95,000

¥7,900

¥110,000

¥1,800

¥25,000

¥2,900

¥40,000

¥2,100

¥29,000

¥3,250

¥45,000

¥1,800

¥25,000

¥1,950

¥27,000

¥2,500

¥35,000

¥3,500

¥49,000

ザ･マッカラン 12 年

The Macallan Rare Cask
ザ･マッカラン レアカスク

The Macallan 18years
ザ･マッカラン 18 年

The Glenlivet 12years
ザ･グレンリベット 12 年

The Glenlivet 18years
ザ･グレンリベット 18 年

Glenfiddich 12years
グレンフィディック 12 年

Glenfiddich 18years
グレンフィディック 18 年

Cragganmore 12years
クラガンモア 12 年

Craigellachie 13years
クライゲラキ 13 年

Glenfarclas 17years
グレンファークラス 17 年

Glenfarclas 21years Cask Strength

グレンファークラス 21 年 カスクストレングス

－HIGHLAND－

Glenmorangie Original

¥1,950

¥27,000

¥3,250

¥45,000

¥2,150

¥30,000

¥1,950

¥27,000

¥2,150

¥30,000

グレンモーレンジ オリジナル

Glenmorangie 18years
グレンモーレンジ 18 年

Clynelish 14years
クライヌリッシュ 14 年

Dalwhinnie 15years
ダルウィニー 15 年

Oban 14years
オーバン 14 年

－HIGHLAND－

Singleton 18years

（Glass 45ml） (Bottle)
¥2,400
¥33,000

シングルトン 18 年

Royal Brackla 12years

¥1,950

¥27,000

¥2,650

¥37,000

¥1,800

¥25,000

¥2,650

¥37,000

¥2,000

¥28,000

¥1,950

¥27,000

¥2,450

¥34,000

¥1,950

¥27,000

¥2,000

¥28,000

¥1,950

¥27,000

¥3,500

¥49,000

¥1,800

¥28,000

¥3,250

¥45,000

ロイヤル ブラックラ 12 年

Royal Brackla 16years
ロイヤル ブラックラ 16 年

－LOWLAND－

Glenkinchie 12years
グレンキンチー 12 年

－CAMPBELTOWN－

Springbank 10years
スプリングバンク 10 年

－ISLAY－

Ardbeq 10years
アードベック 10 年

Laphroaig 10years
ラフロイグ 10 年

Lagavulin 16years
ラガヴーリン 16 年

Bowmore 12years
ボウモア 12 年

Caol Ila 12years
カリラ 12 年

－ORKNEY－

Highland Park 12years
ハイランドパーク 12 年

Highland Park 18years
ハイランドパーク 18 年

－SKYE－

Talisker 10years
タリスカー 10 年

Talisker 18years
タリスカー 18 年

※表記料金には、消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（10%）を加算させていただきます。

※Price includes consumption tax. 10% will be added for service charge.
※水割り、ソーダ割り、その他ソフトドリンク割り等のミックスドリンク代金を別途頂戴させていただきます。

※Price for mixers such as mineral water,soda water or others will be added on the above liquors.

【BLENDED SCOTCH WHISKY】

Ballantine’s 17years

(Glass 45ml)
¥2,500

(Bottle)
¥35,000

¥4,000

¥56,000

¥17,150

¥240,000

¥1,650

¥23,000

¥2,500

¥35,000

¥3,950

¥55,000

¥1,950

¥27,000

¥3,000

¥42,000

¥5,000

¥70,000

¥2,750

¥38,000

¥1,950

¥27,000

¥3,000

¥42,000

¥5,300

¥74,000

¥6,800

¥95,000

バランタイン 17 年

Ballantine’s 21years
バランタイン 21 年

Ballantine’s 30years
バランタイン 30 年

Chivas Regal 12years
シーバスリーガル 12 年

Chivas Regal 18years
シーバスリーガル 18 年

Royal Salute 21years
ロイヤルサルート 21 年

Johnnie Walker Gold Label
ジョニーウォーカー ゴールドラベル

Johnnie Walker 18years
ジョニーウォーカー 18 年

Johnnie Walker Blue Label
ジョニーウォーカー ブルーラベル

Dewar’s 18years
デュワーズ 18 年

Old Parr 12years
オールドパー 12 年

Old Parr 18years
オールドパー 18 年

Isle of Skye 18years
アイルオブスカイ 18 年

Royal House Hold
ロイヤルハウスホールド

【JAPANESE WHISKY】

Single Malt YOICHI

(Glass 45ml)
¥1,950

(Bottle)
¥27,000

¥1,950

¥27,000

¥2,100

¥29,000

¥3,950

¥55,000

¥9,650

¥135,000

¥2,100

¥29,000

¥3,900

¥54,000

¥9,650

¥135,000

¥2,100

¥29,000

¥9,650

¥135,000

¥1,800

¥25,000

¥6,100

¥85,000

¥1,750

¥24,000

シングルモルト 余市

Single Malt MIYAGIKYOU
シングルモルト 宮城峡

TAKETSURU Pure Malt
竹鶴 ピュアモルト

HIBIKI Blender’s Choice
響 ブレンダーズチョイス

HIBIKI 21years
響 21 年

Single Malt YAMAZAKI
シングルモルト 山崎

YAMAZAKI 12years
シングルモルト 山崎 12 年

YAMAZAKI 18years
シングルモルト 山崎 18 年

Single Malt HAKUSHU
シングルモルト 白州

HAKUSHU 18years
シングルモルト 白州 18 年

FUJISANROKU Signature Blend
富士山麓 シグネチャーブレンド

FUJISANROKU 18years
富士山麓 18 年

The CHITA
知多

※表記料金には、消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（10%）を加算させていただきます。

※Price includes consumption tax. 10% will be added for service charge.
※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※水割り、ソーダ割り、その他ソフトドリンク割り等のミックスドリンク代金を別途頂戴させていただきます。

※Price for mixers such as mineral water,soda water or others will be added on the above liquors.

【BOURBON WHISKEY】

Knob Creek Single Barrel

(Glass 45ml)
¥2,000

(Bottle)
¥28,000

ノブ クリーク シングルバレル

I.W.Harper 12years

¥2,100

¥29,000

¥1,800

¥25,000

¥2,150

¥30,000

¥1,800

¥25,000

¥2,400

¥33,000

¥2,400

¥33,000

¥4,150

¥58,000

¥1,800

¥25,000

¥2,600

¥36,000

¥1,650

¥23,000

¥2,400

¥33,000

¥1,600

¥22,000

¥1,600

¥22,000

¥1,650

¥23,000

Ｉ.Ｗ.ハーパー 12 年

Maker’s Mark Red top
メーカーズマーク レッドトップ

Eagle Rare 10years
イーグル レア 10 年

Wild Turkey 8years
ワイルドターキー 8 年

Wild Turkey 13years
ワイルドターキー 13 年

Blanton’s
ブラントン

Blanton’s Gold
ブラントン ゴールド

Four Roses Black
フォアローゼス ブラック

Four Roses Platinum
フォアローゼス プラチナ

【TENNESSEE WHISKEY】

Jack Daniel’s Black
ジャックダニエル ブラック

Jack Daniel’s Single Barrel
ジャックダニエル

シングルバレル

【CANADIAN WHISKY】

Canadian Club Classic 12years
カナディアン クラブ クラシック 12 年

【IRISH WHISKEY】

Black Bush
ブラックブッシュ

Jameson Black Barrel
ジェムソン ブラック バレル

【BRANDY】
－COGNAC－

Hennessy V.S.O.P.

(Glass 45ml)
¥3,450

(Bottle)
¥48,000

ヘネシー V.S.O.P.

Hennessy X.O.

¥5,400

¥75,000

¥4,300

¥60,000

¥2,650

¥37,000

¥3,000

¥42,000

ヘネシー X.O.

Martell Cordon Bleu
マーテル コルドンブルー

Remy Martin 1738
レミーマルタン 1738

－ARMAGNAC－

Chateau de Laubade X.O.
シャトー ロバード X.O.

－CALVADOS－

Coeur de Lion Reserve

¥2,600

クールドリヨン レゼルヴ

Boulard Grand Solage

¥2,150

ブラー グラン ソラージュ

Pomme Prisonniere

¥4,300

ポム プリゾニエール

－GRAPPA－

Luce

¥3,000

ルーチェ

Vibrazioni

¥5,500

ヴィブラツィオーニ

Acquavit del Vino 1975

¥7,800

アクアビット ディ ヴィーノ 1975

※ボトルの有効期限はお買い上げより 6 ヶ月とさせていただきます。
※The bottle is kept for 6 months．
※表記料金には、消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（10%）を加算させていただきます。

※Price includes consumption tax. 10% will be added for service charge.
※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※水割り、ソーダ割り、その他ソフトドリンク割り等のミックスドリンク代金を別途頂戴させていただきます。

※Price for mixers such as mineral water,soda water or others will be added on the above liquors.

【SPIRITS】
－GIN－

Tanqueray No.10

(Glass 45ml)
¥1,400

タンカレー No.10

Hendricks

¥1,600

ヘンドリックス

No.3 London Dry Gin

¥1,600

No.3 ロンドン ドライジン

Japanese Craft Gin ROKU

¥1,600

ジャパニーズ クラフトジン 六

KI NO BI Kyoto Dry Gin

¥1,800

季の美 京都 ドライジン

Monkey 47

¥2,500

モンキー 47

－VODKA－

Belvedere

¥1,400

ベルヴェデール

Grey Goose

¥1,400

グレイ グース

Cîroc

¥1,400

シロック

Ketel One

¥1,400

ケテルワン

Zubrowka

¥1,400

ズブロッカ

－RUM－

Havana Club Añejo 7 Años

¥1,300

ハバナ クラブ ７年

Ron Zacapa 23

¥1,600

ロン サカパ 23

－TEQUILA－

Cuervo 1800 Añejo

¥1,700

クエルボ 1800 アネホ

Don Julio Reposado

¥1,700

ドン フリオ レポサド

※水割り、ソーダ割り、その他ソフトドリンク割り等のミックスドリンク代金を別途頂戴させていただきます。

※Price for mixers such as mineral water,soda water or others will be added on the above liquors.

【NON ALCOHOLIC BEER TASTE】

Suntory All Free (0.00%)

¥1,100

サントリー オールフリー (0.00%)

【MINERAL WATER】

Mineral Water

¥400

ミネラル ウォーター

Perrier

¥900

ペリエ

【SOFT DRINKS】

Orange Juice

¥1,100

オレンジ ジュース

Grapefruits Juice

¥1,100

グレープフルーツ ジュース

Lemon Squash

¥1,100

レモン スカッシュ

Pineapple Juice

¥900

パイナップル ジュース

Tomato Juice

¥900

トマト ジュース

Ginger Ale

¥900

ジンジャー エール

Cola

¥900

コーラ

Oolong Tea

¥900

ウーロン茶

Tonic Water

¥900

トニック ウォーター

Soda

¥400

ソーダ

Coffee／Tea
コーヒー／紅茶

※表記料金には、消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（10%）を加算させていただきます。

※Price includes consumption tax. 10% will be added for service charge.
※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.

¥1,200

―FOOD

MENU―

<< 5:00P.M. ~ 9:30P.M. >>

SNACK
Mixed Nuts ··········································· ¥1,300
ミックスナッツ

Chocolate & Dried Fruits ··························· ¥1,800
チョコレートとドライフルーツの盛り合わせ

Raisin Butter ·········································· ¥1,600
レーズンバター

Assorted Olive & Pickles ···························· ¥1,600
オリーブとピクルス盛り合わせ

SALAD
Caesar Salad ··········································· ¥1,900
ロメインレタスのシーザーサラダ

Shrimp Salad ·········································· ¥1,900
小海老のサラダ仕立て

Stick Vegetable········································ ¥1,800
スティック野菜のサラダ

COLD DISH
Assorted Cheese ······································ ¥2,900
チーズの盛り合わせ

Smoked Salmon with Salad ························· ¥2,200
スモークサーモン サラダ添え

Prosciutto with Fruits ······························ ¥2,800
生ハムのフルーツ添え

Assorted Fruits ······································· ¥3,500
フルーツ盛り合わせ

―FOOD

MENU―

<< 5:00P.M. ~ 9:30P.M. >>

HOT DISH
French Fries··········································· ¥1,400
フライドポテト

Onion Ring ··········································· ¥1,400
オニオンリング フリット

Shrimp & Scallop Ajillo ····························· ¥1,800
海老と帆立のアヒージョ

Fried Chicken with French Fries ·················· ¥1,800
フライドチキン フライドポテト添え

Sautéed Sausage ····································· ¥2,700
ソーセージ ソテー

SANDWICH
Assorted Sandwich (Tuna,Ham,Cheese,Tomato,Cucumber) ···· ¥2,100
ミックスサンドウィッチ （ツナ、ハム、チーズ、トマト、きゅうり）

B.L.T Sandwich (Bacon,Lettuce,Tomato) ············· ¥2,500
B.L.T サンドウィッチ （ベーコン、レタス、トマト）

PIZZA & PASTA
Pizza Margherita ······································ ¥2,300
ピザ マルゲリータ

Vegetable and Tomato Sauce Penne················ ¥2,000
野菜とトマトソースのペンネ

Spaghetti Bolognese·································· ¥2,200
ボロネーゼソースのスパゲッティ

※表記料金には、消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（10%）を加算させていただきます。

※Price includes consumption tax. 10% will be added for service charge.
※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※Please be advised that menu is occasionally subject to change on availability.
※特定原材料７品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係にお申し出ください。

※Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic ingredients
(prawns,crab,wheat,buckwheat,eggs,milk,peanuts).

