
CHéRIE はフランス語で愛おしい人
「シェリーに口づけ」ミッシェルポルナレフ「シェリー」尾崎豊など
有名な歌もあります様に、CHéRIE( シェリェ ) は、フランス語の愛する人、
英語のハニーの様な呼び名の一つから名付けました。
プレミアムでお祝いのイメージのある美味しいシャンパンや
ワインをグラスで気軽に飲んで頂きたいと思っております。

GAL の活気あふれるエネルギーと笑顔をお届けし、
ファッショナブルで時代の最先端を進み、美味しいお酒を楽しむ場所です。
コンセプトは FASHION、ART、MUSIC、SEXY、ENJOY DRINK です。

お酒それぞれにある、ストーリーと世界観を共に味わい、感じて下さい。

当店は一流の生産者に敬意を表し、美味しいと思う世界のイケてるお酒のみをセレクトしております。

「一期一会」の人とお酒を。

※BGMのリクエストを承っておりますのでお気 軽にお声がけ下さい。(出来ない場合もありますのでご容赦下さい）

オトコとオンナはコントロールされない

ふとした仕草、飾らない言葉、女神の笑顔

交わりの喜びを、身体の美を、愛の深さを

体は、身体に、反応し、嘘はつけない

数多の酒に、言葉に、女に、酔いは広がり深くなっていく

遠くない未来、分断され制御された社会

肉体と心、性別、思想が剥がれ落ち、去勢された欲望は解放された

トリップするエロティックは加速し続ける



※ギャル3、4名も可能

料金システム
PRICE   SYSTEM

¥4,280VIPソファ 30分

ギャル1名追加 30分

飲み放題

ハーレムコース

LINE 会員様¥4,780通常料金

¥1,500LINE 会員様¥2,000通常料金

お得な
LINE 会員

お得に GALS BAR を楽しもう！
LINE 会員割は右記 OR コード
からカンタン登録♪

サービス料 10% TAX 10%
カード手数料 5%

延長 ( 上記と同じ )

現金の場合 100 円単位は
四捨五入させて頂きます。

グラス¥1,000以下飲み放題【プラス差額料金でゴールドのお酒も飲めます♪】
飲み放題(約60種類) 30分 ¥2,780LINE 会員様¥3,280通常料金

BAR利用
全品アラカルト個別料金　※キープボトルチャージ　30分1000円　(アイス、ソーダetc)

※キャスト指名料(30分)　1,000円

カラオケチャージ

※チェキ１枚　1,500円

30分 ¥１,000LINE 会員様¥１,500通常料金

※VIPソファー席は無料

女性全コースチャージ 50%OFF

自動延長制になりますのでご了承下さい。

紙たばこは禁煙所ですが、
レンタル IQOS ございます

各種クレジット・ORコード決済が可能です。



ビール
ハートランド
HEARTLAND

¥990

麦芽100%、アロマホップ100%の副原料を一切
使用しない製法。

アサヒ マルエフ ¥960
1986年、低迷するアサヒビールを救った幻の「ア
サヒ生ビール」。マルエフは幸運の不死鳥。

オリオンビール ¥1,000

島人(沖縄人)の魂。
沖縄

レモンサワー/ハイボール/ウーロンハイ/真空レモンサワー

コロナ
CORONA

¥990

世界的大流行パンデミックの名作。

ギネス エクストラスタウト
GUINNESS EXTRASTOUT ¥1,370

1759年にアイリッシュパブの本場で誕生した世界
No1黒ビール。

アイルランド

ハイボール/レモンサワー
ウーロンハイ ¥780

ティーチャーズ、麦焼酎、ウォッカ+レモンソーダ、ウー
ロン茶、ジャスミン、緑茶、麦茶、紅茶

真空レモンサワー ¥1,000

こだわりの国産レモンを真空ミキサーで造る
レモンサワー

アイラジンレモンソーダ ¥980
フィンラガン＋タンカレー+レモンソーダ

ボタニカルカクテル
¥980しそジン（赤紫蘇＋ジン）

健康第一

コナビール
ビッグウェーブ
KONA BREWING BIGWAVE ハワイ

¥1,820

 ハワイNo.1クラフトビール。非加熱処理、無濾過
のフルーティなビール。

パンク IPA
PUNK IPA

¥1,990

              英国売上No.1クラフトブルワリー。採算を度外視
して大量のホップを贅沢に使う至高のIPA

イギリス

よなよなエール ¥1,250

日本クラフトビールの王道のペールエール。アロマホッ
プの香りとモルトの甘み。

軽井沢

ハイネケン

世界ビール第2位のシェアでフルーティな香りと
コクがありスッキリ。

HEINEKEN
¥1,250

アムステルダム
サッポロクラシック

北の大地、道民のビール　アロマホップの香り、
コクがあるのにスッキリ

¥1,160
北海道

ベルギーヒューガルデンホワイト
¥1,260

「白ビールの王道」 ひと口目は甘くフルーティ、
その後、爽やかな酸味とスパイスが香る。

僕ビール君ビール
軽井沢

¥1,620

ハッとする味と香り。これが僕らのビール。

BEER

SOUR HIGHBALL 

リキュールカクテル ¥980
【カシス、カルーア、カンパリ、ティフィン、マリブ、ピー
チ、マスカット、モヒート、ワイン、ビール】+【レモンソ
ーダ、ミルク、コーラ、ジンジャー、オレンジ、トマト】

メキシコ

カクテル
COCKTAILS

シェイク/ステアカクテル　　　 ¥1,680

【ジンベース（タンカレー）】

【ウオッカベース（スカイ）】

HUGARDEN WHITE

・ジントニック
（ジン+トニック+ソーダ1：2：2）

・マティーニ
（ジン+ドライベルモット+オレンジビターズ3：1：0.1）

・ギムレット
（ジン+ライムジュース+シロップ3：1：0.1）シェイク

・ホワイトレディ
（ジン+ホワイトキュラソー+レモンジュース2：1：1）
   シェイク・ネグローニ

（ジン+スイートベルモット+カンパリ1：1：1）シェイク

・モスコミュール
（ウオッカ+ライムジュース+ジンジャーエール+ソーダ
   2：1：2：5）

・セックスオンザビーチ
（ウオッカ+ピーチリキュール+オレンジジュース1：2：5）



【ラムベース（バカルディ）】

【テキーラベース（サウザブルー）】 【ブランデーベース（ヘネシーVS）】

【ワインベース】

（ジン+ホワイトキュラソー+レモンジュース2：1：1）
   シェイク

・キューバリブレ
（ラム+ライムジュース+コーク1：0.2：5）

・ダイキリ
（ラム+ライムジュース+シロップ3：1：0.1）シェイク

・XYZ
（ラム+ホワイトキュラソー+レモンジュース2：1：1）
   シェイク

・キール（白ワイン+カシス4：1） ・キールロワイヤル（スパークリング+カシス4：1）

・マルゲリータ
（テキーラ+ホワイトキュラソー+レモンジュース2：1：1）
   シェイク

・サイドカー
（ブランデー+ホワイトキュラソー+レモンジュース
   2：1：1シェイク

スパークリング

FREIXENET ITALIAN ROSÉ

イタリアフレシネ イタリアン ロゼ

             ぶどう、いちごやラズベリーのフレッシュな香
りと味わい　グレーラ100％

Bottle ¥13,500

MONTELIBERO SPUMANTEBRUTBIANCO

イタリア
モンテリーベロ スプマンテスブ
リュットビアンコ

すっきりとした味わいの辛口スプマンテ。alc11.5
トレッビアーノ、シャルドネ他

Glass Bottle¥5,230¥880

ROEDERER ESTATE QUARTET

ロデレールエステート
カルテット

『シャンパーニュ超え』と呼び声高くルイロデレールがカリ
フォルニアで手掛ける。ピノノワール40%シャルドネ60%

Bottle ¥17,500

BOTTEGA ROSE GOLD イタリア
ボッテガ ロゼゴールド

ゴールデン種のリンゴ、桃、ラズベリー、スグ
リなどの新鮮な果物と花の優しい香り。ピノ
ネーロ100%

Bottle ¥11,200
LOU DUMONT CUVEE KUROSUKE フランス

ルーデュモン
キュヴェクロスケ

 オンリー黒ぶどう　ピノ・ノワール90%、メルロー、カベル
ネ・フラン、シラー、グルナッシュ、サンソー10%

Bottle¥12,200

ROGER GOULART CAVA ROSE BRUT RESERVA

スペインロジャーグラート
カバロゼブリュットレセルバ

「ドンペリニヨン ロゼ 1975」と5人中3人が間違え有名
になったロゼ。ガルナッチャ85％モナストレル10％ピノ
ノワール5％

Bottle ¥8,140
ROGER GOULART CAVA BRUT RESERVA スペイン

ロジャーグラート 
カバブリュットレセルバ

パリコレ公認でシャンパン製法 18～24ヶ月瓶内
熟成の辛口　チャレッロ45%、マカベオ30%、
パレリャーダ25%

Bottle ¥8,140

ピエモンテ天使のアスティ

マスカットの香りとさわやかな甘味　モスカート・ビアンコ
種100%

Glass Bottle ¥7,380¥1,000
SANTERO ASTI DEGLI ANGELI

SPARKLING

カリフォルニア

シャンパーニュ
本日のおすすめ
シャンパーニュ

当店自慢のシャンパーニュをグラスで
格安にご提供致します！

Glass ¥2,200 Bottle ¥17,700

DELAMOTTE BRUT
ドゥラモット ブリュット

幻のシャンパーニュ「サロン」の姉妹メゾン。
シャルドネ 50%ピノノワール 30%ムニエ 20%

Bottle ¥27,400 SECONDE-SIMON BRUT GRAND CRU CUVEE N
スゴンデシモン キュヴェN

クリュッグやルイロデレールの供給元RM ピノ・ノワー
ル3分の2 レゼルヴを40%ブレンド。

Bottle ¥27,900

NICOLAS FEUILLATTE GRAND RÉSERVE

ニコラフィアット
グランレゼルヴ

世界3位のシャンパーニュメゾンリザーヴワインを15～20％
も使用！ピノノワール40％シャルドネ25％ピノムニエ35％

Glass ¥2,000 Bottle ¥17,500

CHAMPAGNE



PERRIER JOUET GRAND BRUT
ペリエ ジュエ グランブリュット

            　伝統と革新を継承し続け200年の歴史を誇る
メゾン。ムニエ 40%ピノノワール 40%シャルドネ 20%

Bottle ¥29,500

LOUIS ROEDERER COLLECTION242
ルイロデレール コレクション242

            　世界で最も称賛されるシャンパーニュブラン
ド2021にて2年連続の第1位。ピノノワール36%シャル
ドネ42%ピノムニエ22%

Bottle ¥34,200

ヴーヴクリコ イエローラベル
ブリュット

マダム・クリコの信念ピノノワール50～55%シャルドネ
28～33%ムニエ 15～20%

Bottle ¥28,600
VEUVE CLICQUOT YELLOW LABEL BRUT

VEUVE CLICQUOT PONSARDIN DEMI SEC
ヴーヴクリコ ホワイトラベル

            　甘口ドゥミ・セックキュヴェ。官能的でありな
がら上品。シャルドネ 35～40％ピノノワール 30～35%
ムニエ 25～61％

Bottle ¥31,000

CHARLES HEIDSIECK BRUT RESERVE

シャルルエドシック
ブリュットレゼルヴ

                  平均10年熟成のザーヴワインを40％も使用し3年
間の長期熟成　シャルドネ 35～40％ピノノワール 30～35%
ムニエ 25～45％

Bottle ¥28,600

ルイナール ブラン ド ブラン
ブリュット

　　　　世界で最古(1729年)のシャンパーニュ・メ
ゾン。エレガントなスタイルの名品「シャルドネの芸
術」

Bottle ¥47,500
RUINART BLANC DE BLANCS

DOM PERIGNON
ドン ペリニヨン

            　ヴィンテージのクリエーターと言われるドン ペ
            　リニヨン。作柄の素晴らしい年に収穫されたブ
ドウのみを使い、絶妙なバランスで造られる芸術品。

Bottle ¥98,800

MOËT & CHANDONNECTAR I
MPERIAL ROSE DRY (N.I.R)

モエ エ シャンドンネクターアン
ペリアル ロゼ ルミナス

世界唯一ナイト向けのラグジュアリー ロゼシャンパン 
シャルドネ 35～40％ピノノワール 30～35%ムニエ 25
～64％

Bottle ¥33,300

MOET & CHANDON ICE IMPERIAL

モエ エ シャンドンアイス
アンペリアル

　　　　氷を浮かべてロックスタイルで飲む
　　　　通常よりドサージュの量を多く設定し、
濃厚な味わいを造りだしています。

Bottle ¥34,500 VEUVE CLICQUOT RICH
ヴーヴクリコ リッチ

　　            シロップを不使用の甘みが強めの氷を入
れて飲むシャンパーニュ。
ピノノワール45%シャルドネ15%ムニエ40%

Bottle ¥36,800

VEUVE CLICQUOT PONSARDIN BRUT ROSE
ヴーヴ クリコ ブリュット ロゼ

            　気軽に楽しめてフレッシュな魅力のピンクの
ヴーヴ　シャルドネ 35～40％ピノノワール 30～35%
ムニエ 25～68％

Bottle ¥32,000

MOET & CHANDON ICE IMPERIAL ROSE

モエエシャンドン
アイスアンペリアルロゼ

　　　　魅惑的なアロマ、果実味豊かな口当たり 一流
リゾートのみでサービスされるロックで楽しむ夏季の
ロゼシャンパン

Bottle ¥37,600

ヴーヴクリコ リッチロゼ
VEUVE CLICQUOT RICH ROSÉ

Bottle ¥40,000
　　　　ミクソロジーのために造られたシャンパーニュ
 オンザロックで楽む。ピノノワール 40～45％ピノムニ
エ 30～35％シャルドネ 20～25％

ヴーヴクリコ 
ラ グランダム
VEUVE CLICQUOT LA GRANDE DAME

　　　　   マダム・クリコに捧げられた最高級
シャンパーニュ 複雑な香りとエレガントな口あたり。
ピノノワール 92％シャルドネ 8％

Bottle ¥92 ,000

BOLLINGER SPECIAL CUVEE
ボランジェ スペシャルキュヴェ

            　「007」ジェームスボンド愛飲　5～10年間
熟成リザーヴワインを最低3年間熟成。ピノノワール 
60%シャルドネ 25%ムニエ 15%

Bottle ¥34,200

EGLY OURIET LES PRÉMICES BRUT

エグリ ウーリエ
プレミス エクストラ ブリュット

　　　　 RM生産者で初のパーカー100点獲得　僅か9
社3ツ星　極上のキュヴェ。ピノノワール33％ピノムニ
エ33％シャルドネ33％

Bottle ¥37,600



ペリエジュエ
ベルエポック

19世紀の芸術の巨匠エミール・ガレが描い
たアネモネの花のデザイン。シャルドネ 50%
ピノノワール 45%ムニエ 5%

Bottle ¥104,000
PERRIER-JOUET BELLE EPOQUE

LOUIS ROEDERER CRISTAL ROSE
ルイロデレール クリスタルロゼ

100%グラン･クリュ、ビオディナミ、5年以上熟成の稀少
なロゼ。ピノノワール 56%シャルドネ 44%

Bottle ¥372,000

SOUMEI CHAMPAGNE BRUT
ソウメイ ブリュット

「ピノ・ノワールの聖地」アンボネイ村産の
糖質OFF

Bottle ¥116,000

ジャックセロス
イニシャルブリュットNV

平均年産僅か4,000ケースの芸術的なシャンパーニュ
を造り出すブラン・ド・ブラン最高峰 幻ともいわれる
入手困難シャンパン。

Bottle ¥266,400

JACQUES SELOSSE INITIALBRUTNV

SALON BRUT BLANC DE BLANC
サロン ブリュット ブランドブラン

　　　　　1つの特級畑で収穫した、単一ヴィンテー
ジのシャルドネだけで造られます。栄華を極めた極上
の逸品をお愉しみ下さい。

¥514,000

ANGEL CHAMPAGNE NV DEMI SEC

エンジェルシャンパン
ドゥミ セック

　　　　フレッシュなピーチとさわやかなレモン
の風味　シャルドネ 44.5%ピノムニエ 42.5％ピノ
ノワール 13％

Bottle ¥298,000

ルイロデレール クリスタル

            　 稀少性、完璧さ、気品の象徴、至高の
テロワール。ピノノワール 60%シャルドネ 40%

Bottle ¥179,000LOUIS ROEDERER CRISTAL

ARMAND DE BRIGNAC BRUT GOLD

アルマンドブリニャック
ブリュットゴールド

MHLV50％Jay-Z50%オーナー。1763年創業、世界中の
セレブ達が愛する最上級のシャンパーニュ。ピノノワー
ル 40%シャルドネ40%ピノムニエ20%

Bottle ¥154,000

DOM PERIGNONROSE
ドン ペリニヨンロゼ

ドンペリ・ロゼ 通称「ピンドン」。麦芽の香
りがよく熟したネクタリンや野イチゴ

Bottle ¥227,000

アルマンドブリニャック
ブリュットロゼ

オスカー賞ゴールデングローブ賞の受賞者に贈られた
り、NBA、NFLにも採用 豊かな果実味＆フルボディのロ
ゼ。

Bottle ¥278,000
ARMANDDEBRIGNAC BRUTROSE

アルマンドブリニャック
ドゥミ セック

甘口のプレステージュキュヴェ 約6年間の瓶内熟成を経
てリリース。

Bottle ¥260,000
ARMAND DE BRIGNAC DEMI SEC

DOM PERIGNONP2
ドン ペリニヨンP2

 熟成の第2のピークを迎えたドンペリ 熟
成は17年前後。力強さが最高潮に達し奥
行きや広がりが余すところなく顕れる。

Bottle ¥258,000

ドンペリニヨン
レゼルブド ラベイ

20年間熟成された芸術品　通称「ドンペリ・ゴールド」。

Bottle ¥525,000

DOM PERIGNON RESERVE DE L'ABBAYE VINTAGE

クリュッグ グランドキュヴェ

 世界最高峰として認められるシャンパーニュ
の「帝王」オートクチュール ピノノワール43%
 シャルドネ35%ピノムニエ22%

Bottle ¥138,000KRUG GRANDE CUVE

クリュッグ ロゼ ブリュット
KRUG ROSE Bottle ¥235,000

            　 唯一無二のロゼ・シャンパーニュ　ワイルド・
ストロベリーや濃密なお花のブーケ。ピノノワール40%
シャルドネ28%ピノ・ムニエ32%

ペリエジュエ
ベルエポック ロゼ
PERRIER-JOUET BELLE EPOQUE ROSE

Bottle ¥218,000

           　グラン・クリュのブドウのみで仕立てられる、
洗練された輝きを放つロゼ・シャンパーニュ。ﾋ ﾉ゚･ﾉﾜｰﾙ
50%/ｼｬﾙﾄ ﾈ゙45%/ﾋ ﾉ゚･ﾑﾆｴ5%

Bottle



白ワイン

シレーニ ソーヴィニヨンブラン

            　日本で一番売れているニュージーランドワインブ
ランド 柑橘系を思わせるすっきりとした飲み口。

Glass Bottle ¥7,700¥1,000
SILENI SAUVIGNON BLANC ニュージーランドANJOS VINHO VERDE

アンジョス ヴィーニョヴェルデ

            アルヴァリーニョ40%、ロウレイロ35%、トラ
ジャドゥーラ25% 日本最大級のワイン品評会2020に
おいて、見事【金賞】

Glass Bottle ¥5,520¥920
ポルトガル

MONTES ALPHA CHARDONNAY チリ
モンテスアルファシャルドネ

            世界を魅了するチリ最高峰の造り手　最上
のテロワールから生まれる、濃厚なアロマと奥深い
味わいのシャルドネ。

Bottle ¥8,540

チャールズスミス ”カンフー
ガール” リースリング

何度も「ベストバイ」「世界のワイン・トップ100」に選出　
華やか＆辛口、余韻に残るブドウの甘みが最高。

Bottle ¥9,190

CHARLES SMITH KUNG FU GIRL RIESLING
ワシントン

WHITE WINE

AMANCAYA BODEGAS CARO

ルーデュモン フレンズ

Bottle ¥10,990
フランス

赤ワイン

ケンゾーエステート”アサツユ”
ソーヴィニヨンブラン

日本人オーナー辻本憲三 3年連続全米でのベストオブ・ソ
ーヴィニヨンブランの栄誉に輝いた名品。

Bottle ¥93,500
KENZOESTATE ASATSUYU
SAUVIGNONBLANC ナパヴァレー

モンテスアルファ ピノノワール

　　　　世界を魅了するチリ最高峰の造り手　上質
なピノ・ノワールから造られる、力強い果実味と豊か
なアロマが魅力の1本。

Glass

Bottle ¥8,540

¥980

MONTES ALPHA PINOT NOIR チリ

モンテスアルファ
カベルネソーヴィニヨン

チリワインの確固たる地位を築いたモンテス社　エレガント
で果実味豊かなフルボディ。

Glass Bottle ¥8,540¥980
MONTES ALPHA CABERNET SAUVIGNON

ルーデュモン 紅の豚

           「スタジオジブリ」×「ルー・デュモン」夢のコラボレ
ーション　メルロ60%カベルネフラン10%シラー20%グルナ
ッシュ10%

Bottle ¥9,540
TENCHIJIN KURENAI NO BUTA ラングドック

CHATEAU HAUT POUGNAN
ボルドー

シャトーオープニャン

驚愕の9冠金賞ボルドー　メルロー70%カべルネソーヴ
ィニョン30%

Bottle ¥8,540

アルゼンチン
アマンカヤ ボデガスカロ

アルゼンチンの名門「カテナ」とフランスの名門「ラフ
ィットグループ」のコラボ　マルベック 70% /  カベソ
ー 30%　推しワイン☆

Bottle ¥10,700

シャトーピュイゲロー

　　　　　右岸の錚々たるトップシャトーを所有する名門一
                族が手掛けるシャトー　メルロー80%カベルネフ
ラン15%マルベック5%

Bottle ¥11,050
CH. PUYGUERAUD フランス

Y BY YOSHIKI CHARDONNAY CALIFORNIA
カリフォルニア

ワイバイヨシキ シャルドネ

            　X！感じてくれ～
Bottle ¥28,200

CLOUDY BAY CHARDONNAY ニュージーランド
クラウディーベイ シャルドネ

ニュージーランドのトップ生産者　ミネラル豊か
な複雑味とクリーミーな味わい。

Bottle ¥17,500

オーボンクリマ シャルドネ

            アンリ・ジャイエを師と仰ぐ、世界的人気のワイ
ナリー。厳選されたシャルドネをブレンドして造られる
、エレガントな味わいが魅力。

Bottle ¥13,900
AU BON CLIMAT CHARDONNAY カリフォルニア

LOU DUMONT FRIENDS 

白ブドウを赤ワイン製法で作るオレンジワイン グルナッシュ
・グリ６０～７０％、グルナッシュ・ブラン２５～３０％

シャトーオープニャン

RED WINE

チリ等おすすめ赤ワイン

¥9,980

ドメーヌ ラコロンベット
シャルドネ 

仏最高峰「ジョエル・ロブション」御用達の上でセク
シーなシャルドネ100％

Bottle

 DOMAINE LA COLOMBETTE
ラングドック 



チェレットモンソルド
ランゲ ロッソ

『神の雫』で爆発的ヒット　カベルネ ソーヴィニョン50%
メルロー28%、シラー22%

ピエモンテ

シャトーラグランジュ

            　サントリーが買い取った人気格付けシャト
ーの代表格カベルネソーヴィニヨン65%メルロー35%

Bottle ¥28,600
CH.LAGRANGE フランス

プリズナー ナパ

             ナパのカルトワイン　「醸造家である以上、
無限の目標に向かって突き進みたい」ジンファンデル
、カベルネ・ソーヴィニヨン、シラー

Bottle ¥41,700THE PRISNER  NAPA VALLEY

カリフォルニア

シャトーモンローズ

           「サン・テステフのラトゥール」と称されるメド
ック格付け第2級シャトー　カベルネソーヴィニヨン
57%メルロー37% カベルネフラン6%

Bottle ¥75,300CH.MONTROSE サン・テステフ
シャトーカロンセギュール

　　　「サン・テステフのシャトー・マルゴー」と讃えら
れる人気シャトー　カベルネソーヴィニヨン66%メル
ロー19%カベルネフラン13%プティヴェルド2%

Bottle ¥69,000CH.CALON SEGUR サン・テステフ

アルマヴィーヴァ

シャトームートンロスチャイルド、オーパスワン共同経
営　カベルネソーヴィニヨン65%カルメネール23%カ
ベルネフラン5%プティヴェルド5%メルロー2%

Bottle ¥87,400

ALMAVIVA (CONCHA Y TORO
&BARON PHILIPPE DEROTHSCHILD)

マルゴー パヴィヨンルージュ

「ボルドーの宝石」と称えられる、シャトー・マルゴー
のセカンドラベル。カベルネソーヴィニヨン60%メル
ロー33%カベルネフラン&プティヴェルド7%

Bottle ¥99,500
PAVILLON ROUGE DU CH.MARGAUX フランス

オーパスワン

　　　　ロスチャイルドとロバートモンダヴィのコラボ
カベルネソーヴィニヨン80%プティヴェルド9%カベルネフラ
ン5%メルロー5%マルベック1%

Bottle ¥191,000OPUS ONE フランス

ワイバイヨシキ
カベルネソーヴィニヨン

oh～Rus t yNa i l～☆　日本を代表するアーティスト
YOSHIKIと、ロブ・モンダヴィJr.との夢のコラボレーシ
ョン。

Bottle ¥28,600
Y BY YOSHIKI CABERNET SAUVIGNON

カリフォルニア

ルマルキドカロン
セギュール

　　　　「サン・テステフのシャトー・マルゴー」と称
えられるセカンドラベル　メルロー57%カベルネソー
ヴィニヨン33%カベルネフラン10%。

Bottle ¥22,300LE MARQUIS DE CALON SEGUR
サン・テステフ

オーポンクリマ ピノ

            カリフォルニアでブルゴーニュスタイルを造る
先駆者　厳選されたピノ・ノワールをブレンドして造ら
れる、力強くも優美な味わいが魅力。

Bottle ¥15,200
AU BON CLIMAT PINOT NOIR

カリフォルニア

ルチェンテ

             　ルーチェのセカンドワイン　主に将来ルーチ
ェの畑と成るべき若木の畑から取れたサンジョヴェーゼ
品種とメルロー品種をブレンド

Bottle ¥19,000
LUCENTE トスカーナ

ケンゾーエステート
“リンドウ”紫鈴

ケンゾーのフラッグシップのボルドースタイルのブレン
ドワイン　カベルネソーヴィニヨン53%メルロ26%マ
ルベック11%プティヴェルド8%カベルネフラン2%

Bottle ¥94,500
KENZO ESTATE RINDO NAPA VALLEY

ナパヴァレー

CERETTO MONSORDO LANGHE ROSSO

Bottle ¥14,400

メゾンルロワ 
コトーブルギニヨンルージュ
MAISON LEROY COTEAUXBOURGUIGNONSROUGE

ブルゴーニュ随一のテイスター マダム・ルロワにより厳選され
飲み頃になるまで熟成。ピノノワール ガメイ

ブルゴーニュ

Bottle ¥22,200

グレッツァー
アモンラ シラーズ
GLAEZER AMON RA SHIRAZ 南豪州 Bottle ¥45,500

パーカー 96 点　樹齢 110 年の老樹と天才醸造家の技が生
み出した最高峰シラーズ。

チリ

ルーデュモン　ブルゴーニュ ルージュ

            世界が認める日本人醸造家。良質なブドウがもたら
す、気品と艶のある上質な仕上がり。　ピノノワール100%

Bottle ¥20,300
LOU DUMONT　BOURGOGNE ROUGE
ブルゴーニュ



シーバスリーガル ミズナラ 12年

日本のミズナラオークで12年以上熟成された最高
品質のシングルモルトとグレーンを厳選しブレンド

Glass

Bottle

¥13,980¥1,240

CHIVAS REGAL MIZUNARA 12YEARS
スコットランド

グレンモーレンジ
オリジナル10年

1843年ビール工場を改造してモルトウイスキー蒸留
所として創業 明るく爽やかな柑橘系の香りが特徴的

Glass Bottle ¥17,000¥1,510
GLENMORANGIE ORIGINAL 10YEARSOLD

スコットランド

ラフロイグセレクト

“アイラの王者”日本限定でシェリー樽、ヨーロピア
ンオーク、バーボン樽で熟成。

Glass Bottle ¥15,000¥1,350

LAPHROAIG SELECT アイラ島

ジャックダニエル

世界で最も有名なテネシーウイスキー　バニラやキャラ
メル、濃厚で甘い

Glass Bottle ¥9,500¥980
JACK DANIEL'S OLD NO.7

フィンラガン
オリジナルピーティー

ほぼカリラ　強烈なヨード香、ピート香。スモーキーで
塩辛さの中にフルーティ、エレガント

Glass Bottle¥12,900¥1,190

テネシー

FINLAGGAN ORIGINAL PEATY スコットランド

ティーチャーズセレクト

　　　　　150年以上の歴史のブレンデッドスコッチ 
日本限定発売でアードモアのスモーキーな味わい。

Glass Bottle ¥5,500¥780
TEACHER'S SELECT スコットランド

ウィスキー(ストレート、ロック、水割り、ソーダ割り) 

デュワーズ12年

バーテンダー支持No.1スコッチ　アバフェルディを中
心に、40以上のモルト、グレーンウィスキーをブレンド

Glass Bottle ¥9,800¥1,020

DEWAR'S12 YEARS OLD スコットランド

シーグラム セブンクラウン

7番目のブレンドでセブン　漫画「NANA」13巻に登場　
スムーズでライトなアメリカン・ブレンデッドウイスキー

Glass Bottle ¥9,800¥980
SEAGRAM’S 7 CROWN インディアナ州

WHISKEY

MAKER'S MARK テネシー

富山

日本

日本

スコットランド

日本

           6 年連 続 金賞 受 賞　余市、宮城 峡 蒸留所のモル
トとカフェグレーンをブレンド後再貯 蔵 。51 度 。

SUNTORY　SHIROKAKU

サンシャインウイスキー

　　       北陸唯一の富山県砺波の1953年創業の蒸留所　
スモーキーでかつ37度でスッキリ。日本酒入ってるかも。

Glass Bottle ¥7,440¥850

フロムザバレル

Glass Bottle ¥12,400¥1,140
NIKKA FROM THE BARREL

サントリー 白角  

　　　　 2022年数量限定で復活！　白州蒸溜所のすっきり
としたホッグスヘッド樽

Glass Bottle ¥11,800¥1,080

ICHIRO'S MALT&GRAIN WHITE LABEL
イチローズモルト

ベンチャー秩父蒸留所　9つの蒸留所のモルト原酒と
2つの蒸留所のグレーンウイスキーを無着色でブレンド

Glass Bottle ¥16,000¥1,460

メーカーズマーク

職人の手によって手作業で製造、ライ麦ではなく、甘み
の強い冬小麦を使用でまろやかな甘み

Glass Bottle ¥11,600¥1,060

Bottle

BALLANTINE'S AGED 7YEARS スコットランド
バランタイン7年

厳選された40種類を超える原酒を最低7年以上熟成させた、
芳醇で甘やかな香り

Glass Bottle ¥10,300¥1,030

ICHIRO'S MALT&GRAIN WHITE LABEL
グレンフィディック12年

世界で一番売れているシングルモルト アメリカン
オークとヨーロピアンシェリー樽で12年間熟成

Glass Bottle ¥17,200¥1,550

SUNTORY　KAKU 日本

サントリー 角瓶

山崎バーボン樽原酒、ミディアムタイプグレーン由来の甘や
かな香り厚みのあるまろやかなコク

Glass Bottle ¥6,710¥800

JAMESON アイルランド
ジェムソン

ノンピートで三度の蒸留のスムースな味わいで世界で愛さ
れるアイリッシュウイスキー

Glass Bottle ¥8,500¥900

サントリー 角瓶

SUNTORY　SPECIAL RESERVE

日本スペシャルリザーブ

1969年発売　白州のバーボン樽原酒使用、厳選した
グレーン原酒とブレンド。

Glass Bottle ¥12,000¥1,100



ボウモア 12年

アイラの「女王」海辺のアイラ島最古の蒸溜所　海草由
来のピート香とラベンダーの香り

Glass Bottle ¥17,300¥1,570
BOWMOR 12YEARS

タリスカー10年

　　　　「King of  Dr inks（酒の王様）」　ピートと海
潮の力強い香りとスモーキーな甘さ

Glass Bottle ¥17,400¥1,580

アイラ島

TALISKER 10YEARS スカイ島
ハイランドパーク 12

豊かなピートと薫香の甘い香り オールラウンダーで秀
逸な食後酒。

Glass Bottle ¥17,500¥1,590

HIGHLANDPARK 12YEAROLD
スコットランド オークニー諸島

アードベック 10年

アードベギャンシーバスやバランタインのブレンドにも
使われる通に絶大な人気を誇るピーティでパワフル。

Glass Bottle ¥18,700¥1,690
ARDBEG 10YEARSOLD

アラン

ファーストフィルのバーボンバレルのみを使用
7～8年間熟成。

Glass Bottle ¥18,600¥1,680

アイラ島

ARRAN BARREL RESERVE スコットランド アラン島

カリラ 12年

ゲール語で「アイラ海峡」ジョニーウォーカーグリーン
ラベルのキーモルト　軽くドライ、ピート香が強い

Glass Bottle ¥19,900¥1,690
CAOLILA 12 YEARS スコットランド

SUNTORY WHISKY TOKI
サントリー 季

日本未発売 白州12年をベースに山崎と知多をブレンド
Glass Bottle ¥17,600¥1,650

白州

            　フレッシュな香り、爽やかでキレ　白州蒸溜
所のシングルモルト　森のスモーキーフレーパー

Glass Bottle ¥28,700¥1,960
HAKUSHU

YAMAZAKI
山崎

1923年サントリーが京都郊外で日本初のウイスキー
蒸溜所建設　ﾎﾜｲﾄｵｰｸ樽で熟成後、赤ワイン樽で熟
成

Glass Bottle ¥28,700¥1,960

THE NIKKA
ザ ニッカ

　　　　余市や宮城峡モルトを厳選　モルトの凝縮
感をカフェグレーンで滑らかに調えたプレミアムブレ
ンデッド

Glass Bottle ¥25,300¥1,830

響

サントリーウイスキー最高傑作　日本の四季、繊細な
感性、日本の匠の技を結集したウイスキー

Glass Bottle ¥29,800¥1,990

HIBIKI 
JAPANESE HARMONY

ラフロイグ 10年

“アイラモルトの王”　強烈な個性があり、昔から“大好
きか、大嫌いになるかのどちらか”と。

Glass Bottle ¥21,800¥1,750
LAPHROAIG 10YEARSOLD アイラ島

マッカラン 12年

「シングルモルトのロールスロイス」　シェリー樽の
華やかな甘みと香りで日本NO1輸入シングルモルト

Glass Bottle ¥42,000¥2,800

THE MACALLAN 12YEARSOLD

ブラントン

ケンタッキーダービーのサラブレッド8種類のキャップ
潮の香りのスーパープレミアムバーポン

Glass Bottle ¥28,700¥1,980

スコットランド スペイサイド

BLANTON'S THE ORIGINAL
 SINGLE BARREL

ケンタッキー

ビッグ ピート  

アイラモルトのみをブレンド「スモーキー&ピーティ」
。海辺の潮風と浜辺でくすぶる小さな焚火の香り

Glass Bottle ¥18,700¥1,690

DOUGLAS LAING'S BIG PEAT アイラ島

カバラン

数々の世界のウイスキーアワード受賞 トロピカルフル
ーツ、トフィーの香りが漂い、木とバニラの風味

Glass Bottle ¥17,300¥1,550
KAVALAN DISTULLERY SELECT NO.1

台湾

ブルックラディ
ザ クラシック ラディ

ノンピートのアイラ・シングルモルト 人工着色料は一
切なし フルーティーな香り 50°

Glass Bottle ¥18,600¥1,680
BRUICHLADDICH　THE CLASSIC LADDIE

アイラ島

キルホーマン マキヤーベイ

創業は2005年と新しく、ヘビーピート（フェノール値
50ppm）

Glass Bottle ¥21,800¥1,750
KILCHOMAN MACHIR BAY アイラ島

余市

北海道　余市のプレミアム・ブレンデッド
Glass Bottle ¥24,300¥1,830

NIKKA　YOICHI 日本

ラガヴーリン 8年

アイラモルトの巨人　甘く、香り高いスモーキーさ
Glass Bottle ¥27,400¥1,910

LAGAVULIN AGED 8 YEARS  アイラ島

日本

日本

日本

日本

日本



ディプロマティコ

バーボン樽とシングルモルト樽で最高で8年熟成　原料は糖
蜜、サトウキビジュースを煮詰め使用。

Glass Bottle¥14,500¥1,280

DIPLOMATICO MANTUANO RUM

ハバナクラブ(ゴールド)

            キューバで1878年に誕生し、100年以上にわ
たって愛され続けているラム酒の老舗ブランド

Glass Bottle ¥5,770¥800

ベネズエラ

キューバHAVANA CLUB 3
キャプテンモルガン

17世紀のウエールズ出身の海賊キャプテンモルガン（ジャマ
イ力島代理総督）を冠したトロピカルラム

Glass Bottle ¥6,410¥880
CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED RUM

パンペロ アニバサリオ

 バーボン樽とシェリー樽で8年熟成でコニャックのように深
く芳醇な味わい複雑で独特な香りのダークラム。

Glass Bottle ¥9,020¥940

プエルトリコ

ベネズエラPAMPERO ANIVERSARIO

ラム

季の美

ヨーロッパ発祥のジンに、玉露や柚子、ヒノキや山椒
などを加えて造る日本初のプレミアムクラフトジン

Glass Bottle ¥17,900¥1,440
KINOBI KYOTO DRY GIN

タンカレー No.10

            　 世界で3年連続ベストスピリッツに選ばれたスー
パープレミアムジン 厳選されたボタニカルの繊細な味わい

Glass Bottle ¥18,500¥1,580
TANQUERAY NO.TEN

ロンドン
NO.3ジン

　　　　ISC2年連続金賞受賞　新鮮なジュニパーとス
パイスの香りが華やかに広がる伝統的ジン。

Glass Bottle ¥17,900¥1,440
NO.3 LONDON DRY GIN

六 ジン

　　　　　日本の6つのボタニカル桜花、桜葉、煎茶、
玉露、山椒、柚子を使用。本格的なジャパニーズジン

Glass Bottle ¥17,600¥1,420
SUNTORY  JAPANESE CRAFT GIN ROKU

ボタニストジン

 アイラ島ブルックラディ蒸留所　「ボタニスト」とは植
物学者。約30種の香草類(内22種類がアイラ島に自生)

Glass Bottle ¥14,500¥1,250
THE BOTANISTISLAY DRY GIN アイラ島

ジーヴァイン

　　　　　コニャック地方原産の白ブドウのスピリッツに厳
選された9つの香草が溶け込んだ華やかでフローラルなジン

Glass Bottle ¥16,100¥1,380
G’VINE GIN FLORAISON フランス

ゴードン ドライジン

　　　　　世界中のバーテンダーに愛され,ジェーム
スボンドなど映画や小説でも多く登場

Glass Bottle ¥5,630¥780
TANQUERAY LONDON DRY GIN イングランド

ジン
タンカレー

　　　   1830年創業　4回蒸留でスッキリとした味わい　
高品質なボタニカルを伝統的な配合。

Glass Bottle ¥7,030¥820
TANQUERAY LONDON DRY GIN イングランド

クラーケン ブラックスパイス ラム

クラーケンとは、大型帆船を襲ったとされる触手のあ
る伝説上の海獣。11種類の秘密スパイス

Glass Bottle ¥9,500¥900
トリニダード・トバゴ

THE KRAKEN BLACK SPICED RUM

ブランデー

レミーマルタン VSOP

　　　　　良質なブドウの複雑な味わい優雅で繊細な香り
立つハーモニー 平均熟成4年～12年のコニャックブレンド

Glass Bottle ¥21,600¥1,790
RÉMY MARTIN VSOP コニャック

ヘネシー VS

コニャック界で圧倒的な人気とシェアを誇るトップブラ
ンド

Glass Bottle ¥16,400¥1,360

HENNESSY V.S コニャック

BRANDY

GIN

RUM

日本

日本

キャプテン モルガン
プライベートストック

自分達で飲む特別なブレンド。特にバニラやシナモン
のフレーバーが出来の良い物だけ限定でボトリング

Glass Bottle ¥13,000¥1,230
CAPTAIN MORGANPRIVATE STOCK RUM

ロンサカパ23

海抜2,300ｍ雲より高い場所で熟成　素材と自然環
境、技術最高峰。贅沢な味わいと香りの極上のラム

Glass Bottle ¥17,900¥1,500

プエルトリコ

グァテマラRON ZACAPA 23YEARSOLD
ロン サカパ センテナリオ XO 

  「ロンサカパ23」の成熟最終段階でさらに２年間、コニャ
ックを貯蔵のレンチオーク樽で仕上げ熟成させた最高級品

Glass Bottle ¥17,900¥1,500
グァテマラRON ZACAPA CENTENARIO XO



テキーラ

焼酎

サウザブルー

            　メキシコ国内トップシェア　副原料を一切
使用せず、ブルーアガベ100％を原料とするテキーラ。

Glass Bottle ¥6,950¥980
SAUZA TEQUILA BLUE メキシコ

不二才

            「不ニ才ぶにせ」とは、鹿児島弁で不細工な男
。「見た目ではなく中身で勝負する」

Glass Bottle ¥6,010¥780
鹿児島県南九州市 佐多宗二商店

芋

クエルボ アネホ1800

　　　　　最高級テキーラ ブルーアガベを100％使用,樽熟
成も“アネホ”の法定熟成期間12ヶ月以上。

Glass Bottle ¥30,300¥2,190
JOSE CUERVO ANEJO 1800

刻の一滴 芋 シャルドネ樽

　　　　　フランスシャルドネワイン樽を用いて貯蔵
。フレッシュな果実感、華やかな香り。

Glass Bottle ¥11,700¥1,150

佐藤黒

プレミア芋焼酎　黄金千貫と黒麹で仕込んだガ
ツンと芋らしい香りと甘さ、そして重厚感。

Glass Bottle ¥16,600¥1,380
鹿児島県霧島市 佐藤酒造

天使の誘惑

          7年以上オーク樽で熟成の間アルコール揮発によ
り少しづつその量を減らしていく天使の分け前から由来

Glass Bottle ¥15,400¥1,190
鹿児島県日置郡吹上町 西酒造

伊七郎(いひちろう)

志村けんさん推し　夏はロック、ソーダ割、水割り
、冬はお湯割りがオススメ。

Glass ¥990鹿児島阿久根市 鹿児島酒造

スカイ

             4回の蒸溜とトリプル濾過から生まれる
            カリフォルニアの青空をイメージ

Glass ¥800SKYY VODKA
ズブロッカ

　　　　　バイソングラス(古くから滋養強壮や精力増強効
果がある薬草)を漬け込んだ。

Glass ¥800
サンフランシスコ ポーランド

ZUBROWKA BISON GRASS

ウォッカ
VODKA

TQUILA

SHOCHU

シロック

フランスの白ブドウで造られるプレミアムウォッカ
Glass¥1,350

CIROC
ベルヴェデール

ポーランド産のプレミアムウォッカ

Glass ¥1,420
フランス ポーランドBELVEDERE

Bottle ¥15,700 Bottle ¥16,600

メキシコ

日本酒
JAPANESE-SAKE

Bottle ¥5,770 Bottle ¥5,770

吉四六 壺

 銀座の焼酎　二階堂をじっくり熟成し陶器に  
詰めコルクで栓をし壺の中でも熟成。

Glass Bottle ¥8,830¥890

麦

Bottle ¥72,100森伊蔵

少量生産にこだわる幻のプレミアム焼酎　
JALのファーストクラスで提供

Glass ¥5,960

村尾(むらお)

　　プレミア焼酎森伊蔵・魔王・村尾の”3M”の一角　
芋焼酎特有のほのかな"甘み"が特徴。

Glass ¥1,490鹿児島県薩摩川内市 村尾酒造

魔王

天使を誘惑し、魔界へ最高の酒を調達する悪
魔たちのお酒の意。フルーティーな香りと熟
成の円やかな味わい。

Glass Bottle ¥24,000¥1,990
鹿児島県錦江町 白玉醸造

大分 二階堂酒造 舞香

風味を引き出す常圧蒸留で３年間ホーロータンク
で寝かせた長期貯蔵酒　志村けん推し

Glass Bottle ¥9,800¥970大分 藤居醸造

オススメ日本酒 くどき上手　ばくれん

日本酒度は＋20で超辛口「莫連」は「あばずれ」と
いう意味

Glass ¥1,260宮崎県高鍋町　黒木本店
各種 ¥870～

取引酒屋厳選のおすすめ日本酒！



シーシャ
SHISHA/HOOKAH

テキサス州ダラス　ドイツの最高級タバコ葉
人工着色料、添加物無添加

※ゆっくりと少し長めに吸い込んで、ゆっくりと「ファー」と吐いて下さい。（深呼吸のイメージ）（肺に入れても大丈夫です）
SHISHABUCKS CloudOne ￥3,480/1台

フレーバー /flover

◎SOCIAL SMOKE アメリカ

Lemon Drop （レモンドロップ）

Delicious apple （デリシャスアップル）

Japanese Yuzu （ジャパニーズユズ）

Pear Chill （ペアチル） 

◎Trifecta

良質なたばこ葉、無着色、天然成分の原料にこだわる

ワシントン

NAWAR ( ナワール )

Concord Garpe ( コンコードグレープ )

Twice The Ice ( トゥワイスザアイス ) 

ジャスミン・ローズ・ラベンダーのミックス味

ワインにも使われる味の濃いブラックグレープ

ミントとアイスのミックスで清涼感が抜群

◎Tangiers サンディエゴ

熟成された濃厚な煙。最高品質で着色料不使用、
天然成分のみで細かく刻まれニコチン強め

Cane Mint Noir （ケインミント）

◎AZURE カリフォルニア

透明感のある味わいで話題のシーシャフレーバー。

Cosmos （コスモス）

◎AL FAKHER ドバイ

Mint ( ミント )

グリーンの香りが豊かなミント

Two Apple ( トゥーアップル )

リコリスとアニスの独特なキレと
もったりとした甘み

Blueberry ( ブルーベリー )

ブルーベリーガムのような爽やかさ

◎Decloud

バージニア産の最高級のリーフを使用　100% 無添加、
無人工香料

天然の果物から作られており、タバコは一切含まれていな
い完全ノンニコチン、ノンタールのフレーバー
・ フルーツ系
ブラックグレープ、レモン、ライチ、グリーンアップル、
ピーチ、ストロベリー

・ ドリンク系
コーヒー、バニラ、ジャスミン、ミント

Royal Queen （ロイヤルクイーン）

Mint with Cream （ミントウィズクリーム）

ミントの清涼感とクリームの
優しい甘さのバランス

甘いレモンドロップ味

甘くてジューシーなリンゴ風味

滑らかでさわやかなミントと
完熟した甘い香りの梨

グレープフルーツとライムを足して
2で割ったような風味

甘さ控えめ、ダークリーフのビター感と
強烈なペパーミント

グレープフルーツとラズベリーのMix

甘さ控えめで、
スッキリとしたアールグレイ系の香り

（ソーシャルスモーク）

( トライフェクタ）

( タンジアーズ )

( アルファーヘル )

( アズーア )

 ( デクラウド )

Absolute Zero （アブソリュートゼロ）

突き抜けるような氷撃ミントの冷涼感

Coconut ( ココナッツ )

優しく香るココナッツのフレーバー
南国感を演出

Vanilla  ( バニラ )

まったりとしたクリームの
甘さたっぷりのバニラフレーバー

Peach  ( ピーチ )

香り豊かで甘さとスッキリ感の
バランスが取れたピーチ

Lychee （ライチ）

ライチの自然な風味から生まれる甘さが
味わえる

Lemongrass （レモングラス）

レモン味に少しグリーンぽさを
足したような風味

Royal Mango （ロイヤルマンゴー）
フレッシュな甘さ香る果実感の
強いマンゴー



COHIBA GENIOS

MONTECRISTO NO.2

MONTECRISTO EAGLE

ソフトドリンク

つまみ

おいしい麦茶(ノンカフェイン) ¥650 烏龍茶 ¥650

燻製ミックスナッツ \980

山形のだだちゃ豆 \1,180

桜燻しのスモークチーズ \980

ビターチョコ \980

焼き鳥 塩 ３本 \980

くんたま 煮卵 \９80

緑茶 ¥650 麦茶 ¥650

ジャスミン茶 ¥650 紅茶(無糖) ¥650

綾鷹 ¥750

爽健美茶 ¥750
とうもろこし茶 ¥750

コーヒー

こだわりのコーヒー ¥880 こだわりのカフェラテ
(エスプレッソ+牛乳)

ブルーボトルorリトルダーリンロース
タリー

¥880

スモークタン 焼き豚 \1,100

竜田唐揚げ \1,580
格之進のハンバーグ \1,580

葉巻

コイーバ ヘニオス ¥10,000

モンテクリストNo.2

モンテクリスト イーグル

¥4,200

¥4,700

DAVIDOFF MILLENNIUM PETIT CORONA
ダビドフ ミレニアム ペティコロナス ¥2,920

ドミニカ

PUNCH PUNCH PUNCH
パンチ パンチ パンチ ¥3,100

キューバ

COHIBA SIGLO I
コイーバ シグロ I ¥3,700

キューバPARTAGAS SERIE D NO.4
パルタガス セリー D No.4 ¥3,400

キューバ

COHIBA EXQUISITOS
コイーバ エクスクイジート ¥3,700

キューバ キューバ

キューバ キューバ

MONTECRISTO NO.3
モンテクリストNo.3 ¥2,800

キューバ

DAVIDOFF GRAND CRU NO.3
ダビドフ グランクリュ No.3 ¥3,200

Medium Light

Light Light

HeavyHeavy

Heavy Medium

Medium Heavy

CIGAR

COFFEE

MONTECRISTO JUNIOR
モンテクリストジュニア ¥2,300

キューバ Medium MONTECRISTO PETIT TUBOS
モンテクリストペティテュボス ¥2,700

キューバ Medium

SOFT DRINK

SNACK

化学調味料無添加
ポテトチップスうす塩味 \980

ドミニカ

からだすこやか茶 ¥850

胡麻麦茶（血圧高めの方に） ¥850

トマトジュース KAGOME ¥750

黒烏龍茶（脂肪用のトクホ） ¥850

おいしい牛乳 ¥750

イカボイル \1,380


