BEER

ビール

Tap Beer (Sapporo) 中生ビール

¥700

小生は-100円です

Tap Craft Beer (Grand Kirin IPA)

グランドキリンIPA 小生ビール

¥1,000

Tap Craft Beer (Brooklyn Lager)

ブルックリンラガー

¥1,200

小生ビール

Bottled Craft Beer (Minoh / Osaka) 箕面 瓶ビール

¥1,400

Stout スタウト(黒) 小瓶

Wine

ワイン

Glass of Wines グラスワイン各種

¥900 ～

Bottle of Wines ボトルワイン各種

¥4,000 ～

Ask our staff for wine list
別にワインリストがございます。スタッフにお声掛けください。

Chinese Rice Wine

紹興酒

Shaoxing 8 years 紹興大越貴酒 陳醸８年

グラス

¥800

Shaoxing 8 years 紹興大越貴酒 陳醸８年

二合

¥2,500

Shaoxing 8 years 紹興大越貴酒 陳醸８年

ボトル

¥5,000

Plum Liqueur

梅酒

Nakano Plum 中野梅酒 ロックまたはソーダ割り

Japanese Spirit

¥800

焼酎

Wheat / Potato 麦 （中々）/ 芋（㐂六）

Sake

日本酒

Recommended Sake おすすめの日本酒

¥800
グラス

二合

¥800 ¥2,400

Cocktails

カクテル

Whiskey & Soda デュワーズハイボール

¥800

Gin & Tonic 山椒風味のジントニック

¥800

Whiskey & Soda シャンパンカクテル

Chinese Tea

¥2,000

あたたかい中国茶

カップ

ポット

Jusmine Tea ジャスミン茶

¥700 ¥1,800

Dong Ding Oolong Tea 凍頂烏龍茶

¥700 ¥1,800

Pu-Erh Tea プーアル茶

¥700 ¥1,800

Non Alcohol

ソフトドリンク

Non Alcohol Beer ノンアルコールビール

🍻乾杯に🍻

¥700

Sparkling Grape Juice スパークリング 白ブドウジュース（甘口） 🍻乾杯に🍻

¥800

Grape Juice White 白ワインのブドウで作ったブドウジュース（甘口）

¥700

Grape Juice Red 赤ワインのブドウで作ったブドウジュース（甘口）

¥700

Orange Juice

¥700

早和果樹園の飲むみかんジュース

Ginger Ale
Oolong Tea

¥700

能勢ジンジャーエール
自家製

¥700

水だし凍頂ウーロン茶

Mineral Water ミネラルウォーター（ガスあり） サンペレグリノ

750ml

¥900

Mineral Water ミネラルウォーター（ガスなし） FUJI

750ml

¥900

Coffee コーヒー

¥700

Cava Brut N.V. Montsarra
モンサラ カヴァ・ブリュット N.V.

①

ブドウ品種 ： パレリャダ34％ マカベオ33％ チャレロ33％
生産地 ： スペイン・カタルーニャ
瓶内二次発酵で造られる高品質スパークリング。
ドライで柔らく繊細な泡立ちで食事とよく合います。
ボトル ： 4000円
Atomospheres N.V. Jo Landron
ランドロン ヴァン・ムスー・アトモスフェール N.V.

②

ブドウ品種 ： フォル・ブランシュ80％ ピノ・ノワール20％
生産地 ： フランス・ロワール
長期の瓶内熟成によるキメの細かい泡立ち。
辛口ですが果実味と上品な甘みも感じるバランス派スパークリング。
ボトル ： 5500円
Frizzante Dela Ambra 2017 Grape Republic
フリッツァンテ・デラ・アンブラ 2017 グレープ・リパブリック

③

ブドウ品種 ： デラウエア
生産国 ： 日本・山形
山形が誇る旨みたっぷりの辛口スパークリング。
フレッシュな果実味としみじみした旨みがたまりません。オススメ！
ボトル ： 7000円
Brut Methode Traditionale NV Quartz Reef
クオーツ・リーフ NV ブリュット・メトード・トラディショナレ

④

ブドウ品種 ： ピノ・ノワール シャルドネ
生産国 ： ニュージーランド・セントラルオタゴ
ブラインドで飲んだら完全にシャンパーニュ。
すべての新世界のスパークリングにとって目標とすべきスタイル。辛口。
ボトル ： 8000円

Brut Carte Noir N.V. Edmond Cherlin
エドモンド・シュルラン ブリュット・カルト・ノワール N.V.

⑤

ブドウ品種 ： ピノ・ノワール70％ シャルドネ30％
生産地 ： フランス・シャンパーニュ
爽やかな果実味と奥行きのある味わい。
この価格帯のシャンパーニュでこのクオリティはもはや絶滅危惧種です。
ボトル ： 8000円

Brut Ultradition N.V. Laherte Freres
ラエルト・フレール ブリュット・ウルトラディション N.V.

⑥

ブドウ品種 ： ピノ・ムニエ60％ シャルドネ30％ ピノ・ノワール10％
生産地 ： フランス・シャンパーニュ
ふくよかな果実味とキレの良いドライなテイスト。
黒ブドウ主体のコクのある味わいは食事を通して楽しめます。
ボトル ： 9000円

Reserve Brut N.V. Bereche
ベレッシュ レゼルヴ・ブリュット N.V.

⑦

ブドウ品種 ： シャルドネ70％ ピノ・ノワール30％
生産国 ： フランス・シャンパーニュ
フレッシュな洋梨や白桃と香ばしさの複雑な香り。
クリーミーな泡が高品質さを物語る当店イチオシのシャンパーニュです。
ボトル ： 12000円

R.D. 1990 Bollinger
アール・ディ 1990 ボランジェ

⑧

ブドウ品種 ： ピノ・ノワール主体
生産国 ： フランス・シャンパーニュ
偉大なヴィンテージならではの厚みのある果実味に強烈なミネラルと酸。
トップメゾンによる最高品質かつ熟成の一本。お安くしてあります。
ボトル ：55000円

Haut Poitou Les Chimes Sauvignon Blanc 2016 Lacheteau
オー・ポワトゥー・レ・シム・ソーヴィニョン・ブラン ラシュト― 2016

⑨

ブドウ品種 ：ソーヴィニョン・ブラン
生産地 ： フランス・ロワール
香りも味わいも清涼感に溢れたドライタイプ。
アロマティックな香りととエッジの効いた酸味が特徴。
ボトル ： 4000円

Muscadet Sevre et Maine Sur Lie 2015 Cristoph Drouard
ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ・シュール・リー C. ドルーア 2015

⑩

ブドウ品種 ： ミュスカデ
生産地 ： フランス・ロワール
シャープな酸味と塩味を伴う旨み。
スッキリしてるのにしっかりした旨みが食欲をさらにかき立てます。
ボトル ： 4500円

Kloof Street Chenin Blanc 2016 Mulliunuex
マリヌー クルーフ・ストリート シュナン・ブラン 2016

⑪

ブドウ品種 ： シュナン・ブラン
生産国 ： 南アフリカ・スワートランド
フレッシュでミネラリーながらもふくよかな果実味も感じる。
キレのある酸味が中庸なボディを引き締めて絶妙なバランスに。
ボトル ： 5000円

Chablis 2015 Pisse Loups
シャブリ ピス・ルー 2015
ブドウ品種 ： シャルドネ
生産国 ： フランス・ブルゴーニュ
辛口ワインの代名詞的存在の中でも非常にドライなタイプ。
ミネラルも豊富で飲み疲れない、典型的かつ上質なシャブリです。
ボトル ：5500円

⑫

Rauenthal Riesling 2015 Georg Breur
ゲオルグ・ブロイヤー ラウエンタール・リースリング 2015

⑬

ブドウ品種 ： リースリング
生産地 ： ドイツ・ラインガウ
ドイツが誇る極辛口のリースリング。硬質なミネラル感。
甘いだけがドイツじゃないということを世に知らしめたワインです。
ボトル ： 6500円

Quincy V.V. 2013 Trotereau
トロテロー カンシーV.V. 2013

⑭

ブドウ品種 ： ソーヴィニョン・ブラン
生産地 ： フランス・ロワール
爽やかなハーブ香と透明感のある酸味、少しの熟成感が特徴。
「冷涼ワイン」のお手本のようなワインです。
ボトル ： 7000円

Chenin Blanc 2015 Fram Wines
フラム・ワインズ シュナン・ブラン

⑮

ブドウ品種 ： シュナン・ブラン
生産地 ： 南アフリカ・ステレンボッシュ
熟れたグレープフルーツなどの柑橘と白桃の香り。
繊細で柔らかく、バランスの良いシュナン・ブラン。新時代のワインです。
ボトル ： 8000円

Sauvignon Blanc 2014 Andreas Tscheppe
アンドレアス・ツェッペ ソーヴィ二ョン・ブラン 2014

⑯

ブドウ品種 ： ソーヴィ二ョン・ブラン
生産国 ： オーストリア・シュタイヤーマーク
良い意味でソーヴィニョン・ブランらしくない旨みの乗った造り。
還元的だが輪郭のある、ラベル通り個性的なワイン。オススメです。
ボトル ： 9000円

Tokaji Furmint Dry 2016 Chateau Dereszla
トカイ・フルミント・ドライ シャトー・デレスラ 2016

⑰

ブドウ品種 ： フルミント
生産地 ： ハンガリー・トカイ
ハンガリーの代表品種フルミントから造られる辛口。
綺麗な酸と柔らかな口当たり、華やかな香りが特徴。
ボトル ： 4000円

Dr. Loosen Riesling Q.b.A Trocken 2015 Loosen Brothers
ローゼン・リースリング・トロッケン 2015

⑱

ブドウ品種 ： リースリング
生産国 ： ドイツ・モーゼル
モーゼルらしい涼しげな酸とほのかな甘味が特徴。
リースリング好きにはたまらない美味しさと自信あり。中華とも好相性！
ボトル ： 5000円

alr Blanco 2015 Casa des Mouraz
エール・ブランコ カサ・デ・モウラス 2015

⑲

ブドウ品種 ： ロウレイロ主体
生産国 ： ポルトガル・ヴィーニョヴェルデ
柑橘や青リンゴの酸味を伴うフルーツの香り。
透明感のある硬質な辛口。アルコールも低めなのでスルスル飲めます。
ボトル ：6000円

Alsace Blanc 2015 Marcel Deiss
アルザス・ブラン マルセル・ダイス 2015

⑳

ブドウ品種 ： AOCアルザスで認められる7品種すべて
生産国 ： フランス・アルザス
それぞれの品種が織り成す複雑な香りはまるで花畑。
美しい酸とボリュームのある果実味の調和が素晴らしいワインです。
ボトル ：6500円

Gerber MusKateller 2015 Nicolaihof
ゲルバー・ミュスカテラー 2015 ニコライホーフ

㉑

ブドウ品種 ： ミュスカテラー
生産国 ： オーストリア・ヴァッハウ
ドライでミネラル感たっぷりのフルーティなスタイル。
食事を通してお楽しみいただける万能型の辛口です。中華ともピッタリ！
ボトル ：7000円

Jasnieres Rosiers 2014 Belliviere
ジャスエール ロジエール ベルヴィエール 2014

㉒

ブドウ品種 ： シュナン・ブラン
生産地 ： フランス・ロワール
熟れたアプリコットや黄桃などの果実の香り。
しっかりした酸がミルキーな口当たりを引き締める中辛口です。
ボトル ： 8500円

Ribolla Gialla 2012 Meroi
リボッラ・ジャッラ メロイ 2012

㉓

ブドウ品種 ： リボッラ・ジャッラ
生産国 ： イタリア・フリウリ
南国系果実を思わせるとても華やかで複雑な香り。
弾けるようなエネルギーながらバランスが良く、エレガントなワインです。
ボトル ： 9000円

Riesling 2014 Kusuda Wines
リースリング クスダ・ワインズ 2014

㉔

ブドウ品種 ： リースリング
生産国 ： ニュージーランド・マーティンボロ
世界中から熱い視線を注がれる日本人醸造家、楠田浩之氏。
ドイツでワインを学んだ彼らしい優しい旨みのリースリング。オススメです。
ボトル ：9500円

Chardonnay 2017 Pulenta Estate
プレンタ・シャルドネ 2017

㉕

ブドウ品種 ： シャルドネ
生産地 ： アルゼンチン・メンドーザ
トロピカルフルーツと煎ったナッツの香り。
この価格では考えられないほどクオリティの高いシャルドネです。
ボトル ： 5000円

Chateau Lestrille Capmartin 2015
シャトー・レストリーユ・キャプマルタン 2015

㉖

ブドウ品種 ： ソーヴィ二ョン・ブラン セミヨン
生産国 ： フランス・ボルドー
赤ワインで有名な産地ですが白も秀逸です。
樽由来のしっかりしたコクのある味わい。お肉とも好相性です。
ボトル ：6000円

Weiser Burgunder 2014 Huber
ヴァイサー・ブルグンダー 2014 フーバー

㉗

ブドウ品種 ： ヴァイサー・ブルグンダー
生産地 ： ドイツ・バーデン
コクのある上質な樽のニュアンスとドイツらしい美しい酸味。
ブルゴーニュのシャルドネ好きに是非お試しいただきたい辛口。
ボトル ： 7000円

Super Natural 2015 Moric
スーパーナチュラル モリッツ 2015

㉘

ブドウ品種 ： グリューナー・フェルトリナー80％ シャルドネ20％
生産国 ： オーストリア・ビュルゲンラント
この土地のトップ生産者のハウスワイン。
八朔のような和の柑橘とミントの香り。ボディのあるドライな仕上がり。
ボトル ： 8000円

Santorini 2015 Hatzidakis
サントリーニ ハツィダキス 2015

㉙

ブドウ品種 ： アシルティコ
生産国 ： ギリシャ・サントリーニ
地中海の太陽と潮風を思わせる香りと味わい。偉大な造り手の最期の
ヴィンテージとなったワイン。大事に飲んでくれる方に。
ボトル ： 8500円

Chardonnay 2015 Lo-Fi Wines
シャルドネ ローファイ・ワインズ 2015

㉚

ブドウ品種 ： シャルドネ
生産国 ： アメリカ合衆国・カリフォルニア
柔らかな果実味とバランスの取れた飲み口。しっとりした辛口。
ラベルはアナログレコードをモチーフにしたナチュラルな志向のワイン。
ボトル ： 9000円

Vie o ny est 2013 Gramenon
ヴィ・オ・ニ・エ 2013 グラムノン

㉛

ブドウ品種 ： ヴィオニエ
生産国 ： フランス・コートデュローヌ
滑らかな口当たりと花梨や生姜の香り。
アロマティックでオリエンタルな印象で中国料理全般とよく合います。
ボトル ： 9500円

Meursault 1er Perrieres 2015 Heitz Lochardet
ムルソー一級ペリエール 2015 ハイツ・ロシャルデ

㉜

ブドウ品種 ： シャルドネ
生産国 ： フランス・ブルゴーニュ
現在のブルゴーニュで世界的な注目を集める若手生産者。
とにかく旨いです。かなりお安くしてあります。ぜひお試し下さい。
ボトル ：40000円 ⇒ 30000円

POWER PUSH !!

Les Vignerons Parisiens 2016 Les Petit Parisien
レ・ヴィニュロン・パリジャン 2016 レ・プティ・パリジャン

㉝

ブドウ品種 ： サンソー シラー グルナッシュ
生産地 ： フランス・パリ
世界都市パリ発のアーバンワイナリー。チャーミングな果実味と喉越し
の良さでゴクゴク飲めます。
新時代のナチュラルワイン。是非飲んでください。

Wichams Road Heathcote Sangiovese 2017 Hoddles Creek
ホドルス・クリーク ウィッカムス・ロード サンジョヴェーゼ 2017

㉞

ブドウ品種 ： サンジョヴェーゼ
生産地 ： オーストラリア・ヒースコート
軽快なスタイルのサンジョヴェーゼ。赤いフルーツの香りと爽やかな酸
味、滑らかなタンニンとバランス良し。オススメです！
ボトル ： 6000円

Xinomavro Nature 2016 Thymiopoulos
ティミオプロス クシノマヴロ・ナチュール 2016

㉟

ブドウ品種 ： クシノマヴロ
生産国 ： ギリシャ・ナウサ
みずみずしくピュアなテイスト。自然派のお手本のような味わい。
旨味の乗ったミディアムボディで幅広く料理と合います。
ボトル ： 6500円

Bourgogne Pinot Noir 2016 Michel Noellat
ミシェル・ノエラ ブルゴーニュ・ピノ・ノワール 2016

㊱

ブドウ品種 ： ピノ・ノワール
生産地 ： フランス・ブルゴーニュ
今や価格高騰の憂き目にあっているブルゴーニュからの救世主。
ブルゴーニュファンも納得のフィネスを感じる伝統的な造りの一本です。
ボトル ： 7000円

Cabernet Franc 2009 Bois Lucas
ボワ・ルカ カベルネ・フラン 2009

㊲

ブドウ品種 ： カベルネ・フラン
生産地 ： フランス・ロワール
淡い色調とすでに旨みを帯びた黒果実の香り。
出汁を思わせる優しい味わいはまさに理想的な薄旨系です。
ボトル ： 8500円

Peter Max Pinot Noir 2017 Crystallum
クリスタルム ピーター・マックス・ピノ・ノワール 2017

㊳

ブドウ品種 ： ピノ・ノワール
生産地 ： 南アフリカ・ヘルマナス
南アフリカでこんなピノ・ノワールができるのか。
一切の偏見を捨てさせられる衝撃の一本。ブルゴーニュ好きは是非。
ボトル ： 9000円

Windy Cottage 2015 Patrick Sullivan
パトリック・サリヴァン ウインディ・コテージ 2015

㊴

ブドウ品種 ： ピノ・ノワール
生産国 ： オーストラリア・ヤラヴァレー
凝縮した果実味と滑らかなテクスチャー。
世界中のナチュラルワイン・ラヴァーが注目する若手生産者です。
ボトル ： 10000円

Chassagne Montrachet 2013 Blanc Gagnard
シャサーニュ・モンラッシェ ブラン・ガニャール 2013
ブドウ品種 ： ピノ・ノワール
生産国 ： フランス・ブルゴーニュ
雑味のない、とてもピュアな仕上がり。
オフヴィンテージながら果実味と酸味のバランスは秀逸。
ボトル ：15000円 ⇒ 12000円

POWER

㊵

Rapariga da Quinta 2015 Luis Duarte
ラパリーガ・ダ・キンタ ルイス・デュアルテ 2015

㊶

ブドウ品種 ： アラゴネス40％ トリンカデイラ30％ カベルネ・ソーヴィニョン30％
生産地 ： ポルトガル・アレンテージョ
凝縮した黒果実とオリエンタルなスパイスの香り。
フルボディながら心地よい酸味がフィニッシュのタンニンと好相性。
ボトル ： 4000円

Cabernet Sauvignon 2016 Ultraviolet
カベルネ・ソーヴィニョン 2016 ウルトラヴァイオレット

㊷

ブドウ品種 ： カベルネ・ソーヴィニョン
生産国 ： アメリカ合衆国・ナパヴァレー
華やかなスミレやバラの香り。飲み口はしっかりフルボディ。
伸びやかな酸味がしっかりとしたボディを支える素晴らしいバランスです。
ボトル ： 5500円

Cabernet Franc 2013 Mondivin
モンディヴァン カベルネ・フラン 2013

㊸

ブドウ品種 ： カベルネ・フラン
生産地 ： ハンガリー
凝縮した果実味としっかりしたボディながら酸味がありバランス良好。
カベルネ・フランによくある未熟な香りは一切ありません。オススメ！
ボトル ： 6000円

Haus Marke Red 2014 Moric
モリッツ ハウス・マルケ・レッド 2014
ブドウ品種 ： ツヴァイゲルト ブラウフレンキッシュ ピノ・ノワール
生産地 ： オーストリア・ビュルゲンラント
フルボディながら綺麗な酸味が骨格を支える辛口。
オーストリアでも素晴らしい赤ワインができることを証明した一本。
ボトル ： 7500円

㊹

Mido 2006 Bois Luca
ミド 2006 ボワ・ルカ

㊺

ブドウ品種 ： カベルネ・フラン
生産地 ： フランス・ロワール
フルボディながら熟成由来の旨みが圧倒的で重く感じない。
日本人女性醸造家による意欲作。在庫残りわずかです。
ボトル ：10000円 ⇒ 8500円

POWER PUSH !!

Chateau Grand Pey Lescours 1997
シャトー・グラン・ペイ・レスクール 1997

㊻

ブドウ品種 ： メルロ カベルネ・フラン カベルネ・ソーヴィニョン
生産地 ： フランス・ボルドー
熟れた黒果実の香り。滑らかな口当たりと溶け込んだタンニン。
20年の熟成を経てまさに今、飲み頃を迎えたボルドー。オススメです。
ボトル ：8500円

Cinsault 2015 Rall Wines
サンソー ラール・ワインズ 2015

㊼

ブドウ品種 ： サンソー
生産国 ： 南アフリカ・スワートランド
冷涼かつ静かなフルボディワイン。東洋のスパイス香。
重厚な果実味と綺麗な酸味が重たすぎないバランスを演出してます。
ボトル ： 8500円

Chateau Clinet2009
シャトー・クリネ 2009

㊽

ブドウ品種 ： メルロ
生産国 ： フランス・ボルドー
爆発的な黒い果実のニュアンスとスパイスを思わせる香り。シルキーなタンニ
ンや長く続く余韻はまさにグランヴァン。ちょっと心配なぐらい安くしました。

ボトル ：48000円 ⇒ 30000円

POWER

Rosato 2017 Grape Republic
ロザート 2017 グレープ・リパブリック

①

ブドウ品種 ： スチューベン70％ デラウェア30％
生産地 ：日本・山形
生き生きとした酸味とピュアで優しい果実味。。
軽めの前菜から白身の肉料理まで幅広くカバーできます。オススメ！
ボトル ： 8000円

Troussseau Gris 2017 Pax Mahle Wines
トゥルソー・グリ 2017 パックス・マーレ・ワインズ

②

ブドウ品種 ： トゥルソー・グリ
生産地 ：アメリカ合衆国・カリフォルニア州
フレッシュで鮮明なアロマ。ジューシーな果実味と程よく厚みのあるボ
ディ。
どんなお料理でも寄り添う包容力のあるワイン。
ボトル ： 9000円

Murushinaide 2017 Jauma
ムリシナイデ ヤウマ 2017

③

ブドウ品種 ： シュナン・ブラン、セミヨン
生産国 ： オーストラリア・アデレード
ミントやハーブ、花梨の華やかな香り。
「無理しないで」の名の通りあれこれ考えず飲めるガブ飲みワイン。
ボトル ： 7500円

Ansonaco 2016 Altura
アンソナコ 2016 アルトゥーラ
ブドウ品種 ： アンソナコ
生産国 ： イタリア・トスカーナ
しっかり漬け込まれた果皮からのニュアンスが秀逸。
ブドウの力を限界まで引き出したオレンジワインの真骨頂。是非。
ボトル ：11000円

④

