
 
松竹梅 (+3)

Sho-chiku-bai

(L)  小 (S)冷酒 
Hot or Cold

$10.50$6.95

 

熱燗 

 

 

いいちこ （麦）

Iichiko $42

さつま白波  （芋）

 

Satsuma Shiranami
 

$60

薩摩宝山 （芋）  
Satsuma Hozan  $65

 

 

 

 
久保田萬寿

(+1.5)Kubota Manju $26 $120

  

八海山

(+5)  Hakkaisan 
 

$16 $60

    
 

ボトル 

 

 BtlSm

男山
(+10) Otokoyama $12 

奥の松
(+0)  Okunomatsu $12

久保田千寿
(+6) Kubota Senjyu

 

$11

一升瓶 (1.8 L)

 

$95

$110

$250

 

クアースライト
Coors Light $5

ハイネケン
Heineken $6

 グラス

$6
ピッチャー

$18

Sweet Slightly Sweet Neutral Slightly Dry Dry

0 +1 +2 +3 +5-1-2-3-4-5 +4 +10

Very Dry

-----

Sake Meter

大

　

  

ステラアルトワ
Stella Artois

 

$6

コナロングボード
Kona Longboard $5

ブルームーン
Blue Moon $6

Lg 大
(10oz)(6oz)

賀茂鶴
(+4)Kamotsuru $9 $15 $75

$17 $88

$19 

$19 $95

にごり酒
Nigori Sake 
(Milky unfiltered sake)

(-20) $7 $10

$25

$42

獺祭５０

(+3)  Dassai50  $11 $88$17

黒霧島（麦）

Kurokirishima $42

神の河 （麦）

Kannoko $42

浪花  （さつま芋）

 
Namihana $75

$6

$8

$9

$6

$6

$12

ウーロン茶割り
Oolong Tea 

カルピス割り
Calpis Yogurt 

Peach Strawberry

PassionfruitWatermelon

ピーチ割り イチゴ割り

パッションフルーツ割りスイカ割り

$6 $18

ファットタイヤ

New Belgum $8

ハイネケンライト
Heineken Light $6

キリンライト
 Kirin Light $6

Flight 1 : 

Otokoyama
Okunomatsu
Kamotsuru

$15 Flight 2 : 

Kubota Manjyu
Hakkaisan
Dassai50

$19 

小

富乃宝山

 Tomino Hozan $65$9
（芋）

ボトルグラス
Glass　 Bottles

Kirin
キリン

Bud Light
バドライト

/

男山／奥の松／賀茂鶴 久保田萬寿／八海山／獺祭５０

(720 ml)

(1.8L)

(720 ml)

(1.8L)

ハワイハレイバ産

White Peach Nigori $7.50 $11.50 $20
(375ml)ピーチにごり酒

Fat Tire

Choya Umeshu $5.95 $39
(750ml)チョウヤ梅酒

（ベルギー）

ノンアルコール
Non alcohol $4.50

Mio Sparkling Sake $7 $20
(375ml)ミオ・スパークリング酒

Glass Pitcher 

アサヒ
Asahi $6

純米 Junmai

吟醸 Ginjo

大吟醸 Daiginjo

焼酎Shochu
<Japanese Vodka>

焼酎カクテルShochu Cocktails

瓶ビールBottled

BeerSake
House Sake

フルーツ酒Flavored Sake

ハウス酒

ピッチャーグラス

Glass　 Pitcher $16$7
Sake Selections

酒サンプラー Sake Samplers

ボトル  BtlSm Lg 大
(10oz)(6oz)

小

生ビールDraft

(glass)
(グラス)



 
ペプシ/ダイエット

ジンジャーエール

フルーツパンチ

マウンテンデゥー

シエラミスト 

ウーロン茶 

グアバ

アップル

クランベリー

パイナップル ピーチ

カルピスヨーグルト

レッドブル

オープニングアクト
Opening Act

ジンジャーリキュール、カンパリ、ソーダ

ラックフリー
Luckfully $11

ミドリリキュール、ヴォッカ、パイナップル

ブルースナジー
Blue Snazzy

GreyGoose洋梨ヴォッカ、ミオスパークリング酒、オレンジリキュール

テンプトレス 
 Temptress

$12

$12

オレンジヴォッカ、グレナデンシロープ、
エルダーフラワーリキュール

フレンチマティーニ
French Martini  $11

Ciroc ヴォッカ、カシス、パイナップル

ウォーターメロンスパークラー
Watermelon Grapefruit Sparkler $9

ネクロニー  
Negroni $10

ジン、カンパリ、スイートベルモット酒

ウィスキーパイナップル
Pineapple Smooch $11

舞子ミックス 
Maiko Mix $9

シャルドネ、奥の松、ピーチ

踊子コスモポリタン
Odori-ko Cosmo $11

ヴォッカ、オレンジリキュール、クランベリー、
パッションフルーツ

ヘネシーウィスキー、オレンジリキュール、パイナップル

プロセッコ、ウォーターメロン、グレープフルーツ

Pepsi/Diet 

Gingerale  

Fruits Punch 

Mountain Dew 

 Sierra Mist 

Oolong Tea 

 Guava

Apple  

Peach 

Yogurt 

Red Bull  

 Cranberry  

オレンジ

Orange  

Pineapple  

Canton Ginger Liqueur, Campari, Tonic

Midori Melon Liqueur, Absolute Vodka, Pineapple

Grey Goose LaPoire, Mio Sparkling Sake, Bols Blue Curacao

Grey Goose L’Orange, St Germain Elderflower, Grenadine

Ciroc Vodka, Creme de Cassis, Pineapple

Procecco, Watermelon, Grapefruit

Bombay Gin, Campari, Sweet Vermouth

Hennessy, Bols Triple Sec, Pineapple

Chardonnay, Okunomatsu Sake, Peach

Ciroc Vodka, Bols Triple Sec, Cranberry, Passionfruit

$4

$11

NIKKA竹鶴
Nikka Taketsuru 

Mars岩井
Mars Iwai

あかし
Akashi

マッカーレン18年
Macallan 18 yr 

Macallan 12 yr
マッカーレン12年

ジョニーウォーカーBlue
Johnnie Walker Blue

ジョニーウォーカーBlack

Johnnie Walker Black

シーバスリーガル
Chivas Regal 12 yr 

ジェーメソン

Jameson Irish

ブレットライ
Bulleit Rye

ウッドフォードリザーブ
Woodford Reserve 

メーカーズマーク
Maker’s Mark 

ジム・ビーム
Jim Beam

ジャック・ダニエル
Jack Daniel’s 

クラウン・ロイヤル

Crown Royal  

Original/Honey/Fire 

Original/Apple

$3 Martini Upcharge

Absolut
アブソリュート

グレーグーズ
Grey Goose  Original/Pear/Orange/Lemon/Melon

シロック
Ciroc Original / Peach

ケタルワン
Ketel One 

ティトス
Tito’s

Kai
カイ

Lemongrass/ Lychee

Hendrick’s
ヘンドリックス

Tanqueray 
タンキーレ

Bombay Saphire
ボンベイサファイアー

Patron
パトロン

Dobel  
ドーベル

$36

$8

$8

$7

$9

$9

$8

$7

$7

$7

$14

$35

$8

$10

$12

$7

$7

$8

$8

$8

$8

$9

$7

$8

$8

$8

Traditional blended

Bourbon

Bourbon

Bourbon

Pure Malt

マーティーニ＋$3 

ソフトドリンクSoft Drink

Cocktails カクテル ウイスキーWhiskey

ウォッカVodka

テキーラTequila

ジンGin

$3

$2.50



 

Mio Sparkling Sake

Bubbly

glass   7        bottle   20

Gloria Ferrer Sonoma Brut  bottle   40

Whites

Alexander Valley Vineyards

glass   12        carafe    17       bottle   38

Aromas of apple, pear, pineapple, vanilla and floral notes 
in the glass.  A rich creamy wine with citrus notes along 
with flavors of pear, apple, tropical fruits and apricots.

Hahn

glass   11       carafe   16        bottle   36

Aromas of peach, tart pear and banana.  Crisp acidity,
flavors of Meyer lemon & green apple complement the finish.

Whitehaven

glass   11       carafe   16        bottle   36

Full-flavored and medium-bodied with notes of peach, 
gooseberry and ripe tropical fruit.  This wine refreshes 

the palate with a long, clean finish

Chapoutier Belleruche

glass   11        carafe   16        bottle   36

A bright aroma of red fruits, currant, raspberry and cherry.
Refreshing fruity flavors and a crisp, round finish.

Freixenet Cordon Negro Brut
   bottle   36

Dom Perignon Brut bottle   350

Sauvignon Blanc

Sileni

glass   10        carafe   16        bottle   32

Flavors of ripe passionfruit and tropical fruit with gooseberry 
undertones.  Well balanced with a freshness and lengthy finish.

Sauvignon Blanc

La Marca Prosecco glass   9        bottle   39

Risata Moscato D’Asti glass   10       bottle   36

Pinot Grigio

Chardonnay

ドン・ペリ二ヨン

グロリア フェラー ソノマ ブリュート

ラ・マルカ  プロセコ

フルシネ コルドン ネグロ ブリュート

モスカート ダスティ

ミオ スパークリング酒

ロゼシャポティエ　ベラルーシュ

アレキサンダーバレー シャルドネ

ハーン ピノ・グリジオ

ワイトヘーベン ソービニヨンブランク

ソービニヨンブランクシレニ

 Rose

スパークリング

白ワイン

グラス カラフェ ボトル

グラス カラフェ ボトル

グラス カラフェ ボトル

グラス カラフェ ボトル

グラス カラフェ ボトル

ボトル

ボトル

ボトル

グラス ボトル

グラス ボトル

グラス ボトル CK Mondavi

glass   7      carafe   13      bottle   26

Fresh apple, melon and fig followed by light flavors of
honey and cream.  The wine finishes with a lively freshness

Reds

Alexander Valley Vineyards

glass   15        carafe   20        bottle   43

Rich flavors of plum, cherry, cassis, blackberry, 
spice & chocolate.  This is a smooth wine

with medium body, nice balance & a long finish.

CK Mondavi

glass   7        carafe   13         bottle   26

Classically deep red color and is rich with cherry & blackberry 
flavors that are perfectlybalanced with a hint of oak & a 

long fruit finish.

Deloach

glass   10         carafe   16          bottle   32

Offers opulent flavors of black cherry, blackberry and 
dusty chocolate all underlined by toasty vanilla oak.

J Vineyards

glass   13        carafe   19        bottle   40

La Crema Willamette

bottle   63

Flavors of dark cherry, raspberry and lavender with notes
of cinnamon and vanilla.  Silky smooth with a long, 

lingering finish.

Blackberry, violets, clove and cocoa powder in the nose. 
Dark plum, coffee bean, rich earth and red currant on 

the palate.  Balanced and supple with a spicy finish

Pinot Noir

Pinot Noir

Merlot

Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

Freemark Abbey

bottle   93

The aromas of dark cherry, ripe Santa Rosa plum and 
black currant are integrated with spicy, sweetness of oak, 

cedar cinnamon and clove

Cabernet Sauvignon

フリーマークアビー カルベネ・ソービニヨン

ラクレマ ピノ・ノアール

ピノ・ノアールJ ビニヤード

メルローデローシュ

アレキサンダーバレー カルベネ・ソービニヨン

カルベネ・ソービニヨンCKモンダビ

CKモンダビ
Chardonnay

シャルドネ

House Wine

赤ワイン

ハウスワイン

9oz carafe available カラフェは約２７０mlになります。

グラス カラフェ ボトル

グラス カラフェ ボトル

グラス カラフェ ボトル

グラス カラフェ ボトル

グラス カラフェ ボトル

ボトル

ボトル


