サワー
ノンアルコール

発酵レモンサワー
Handmade fermented lemon sour

￥660

酵素シロップにレモンを４８時間以上漬け込んだ
カネマス弥平秘伝のレモンサワーです。

自家製酵素レモンスカッシュ

￥600

Handmade fermented lemon squash

烏龍茶

￥500

Oolong tea

ジャスミン茶
Jasmine tea

緑茶

Handmade fermented lemon sparkling

カネマス弥平秘伝のレモンが入ったスパークリングワインカクテル。
お食事のおともに最適です。

￥500
￥500

Green tea

抹茶豆乳

発酵レモン入りスパークリング ￥820

￥600

マンゴーサワー

￥700

梅サワー

￥700

Mango sour

Plum sour

チューハイ

Green tea soy milk

マンゴー豆乳

￥600

マンゴースカッシュ

￥600

緑茶ハイ

￥600

新潟麦酒 Non Alcohol

￥660

烏龍ハイ

￥600

新潟麦酒 Black Zero Zero

￥660

ジャスミンハイ

￥600

コーラ

￥600

プレミアムジンジャーエール

￥600

Mango soy milk

Mango squash

Niigata Beer Non Alcohol

Niigata Beer Black Zero Zero

Cola

Plemium Ginger Ale

Shochu&Green tea

Shochu&Oolong tea

Shochu&Jasmine tea

ハイボール
発酵レモン入りハイボール

￥660

Preserved lemon highball
カネマス弥平秘伝のレモンが入ったハイボール。アメリカでスコッチといえば
「デュワーズ」と言われるほど、世界有数の代表的なウィスキーブランドを使用。

※お通し
（席料含む）￥350を頂戴しております。
※全ての商品は税込表記となっております。

※全ての商品は税込表記となっております。

ビール BEER

日本酒 ˜ ドライ ˜

サッポロクラシック(380ml）

￥700

Sapporo classic

男性の方やしっかりとした飲み口がお好みの方におすすめしたい
" シャープな味わい " や " ふくよかでキレのある味わい " が
特徴のドライな日本酒を厳選

言わずと知れた北海道のために造られたビールです。
すっきりとしてうまいサッポロクラシックは北海道のうまいに合います。

広島県

竹鶴酒造

竹鶴純米にごり

グラス (90ml）

￥660

一合 (180ml）

￥1,100

TAKETURU JUNMAI NIGORI
清酒のもろみを砕いて瓶詰めした、すっきり辛口の「にごり酒」
。
お燗上がりもする「にごり酒」です。ニッカウヰスキーの父竹鶴正孝の実家です。
Kura Master2019 純米酒部門受賞蔵。
（日本酒度＋8）

クラフト BEER
よなよなエール(350ml）

￥770

Yona yona ale

グレープフルーツやレモンのようなホップ香が、
フレッシュに香ります。クラフトビールの入門酒としておススメです。

山形県

東京ブラック(350ml）

￥880

Tokyo black

滑らかな口当たりとほのかに感じられるモルトの甘味のおかげで、飲んだ後の印象が
とても穏やかなのが特徴です。新鮮で濃厚な黒ビールをぜひお愉しみください。

新潟麦酒ブラックビール

(330ml)

￥1,200

亀の井酒造

くどき上手
ばくれん超辛口吟醸
KUDOKIJOZU BAKUREN CHOKARAKUCHI GINJO
日本酒度 +20 という超辛口吟醸酒。
すっきりとしていて、キレの良さも特徴です。

グラス (90ml）

￥600

一合 (180ml）

￥1,050

（日本酒度＋20）

NIIGATA BEER Black
深煎りされたモルトの醸し出す力強い苦みがたまらない一品。
珈琲のニュアンスが感じられるので、デザートと一緒に楽しめます。

常陸野ネストビール《だいだいエール》(330ml)
Hitachino Nestbeer Daidai Ale

￥1,200

Brooklyn Sorachi Ace

(355ml)

平孝酒造

日高見辛口本醸造

グラス (90ml）

￥550

一合 (180ml）

￥990

HITAKAMI KARAKUCHI HONJOZO
国内有数の漁港がある石巻市で親しまれる日高見。穏やかな米の旨みがじわりと広がり、
どんな料理にも合い飲み飽きしないキレの良い味わいが特徴です。

柑橘系のポップを使用したフルーティーで爽やかな香りと、
旨味が特徴の IPA です。

ブルックリン ソラチエース

宮城県

￥1,200

（日本酒度＋7）

柑橘・レモングラス・ハーブのような爽やかな香りは、
新鮮な魚介類にレモンを絞って味わうように、爽やかな香りが料理を引き立てます。

※全ての商品は税込表記となっております。

※全ての商品は税込表記となっております。

カクテル

日本酒 ˜ フルーティ ˜

日本酒カクテル

女性の方や日本酒にあまり馴染みのない方でも楽しんでいただける
" 華やかで甘味のある香り " や " 果実味のある味わい " が
特徴のフルーティーな日本酒を厳選

￥850

Japanese sake cocktail mandarin taste

北海道

上川大雪酒造

純米吟醸

グラス (90ml）

￥990

一合 (180ml）

￥1,440

JUNMAI GINJO
瑞々しくやわらかな口あたりと仄かながら存在感のある吟醸香。
米のうまみをしっかり引き出しながら後口のキレの良さが際立つ純米吟醸酒です。
Kura Master2019 純米酒部門受賞蔵。

日本酒の旨味をみかんが包み込む
果実感あふれるオススメのカクテルです。

うぐいす

￥700

マンゴー豆乳カクテル

￥700

風華

￥700

風鈴

￥700

Uguisu
当店の豆乳と八女抹茶を使用したカクテル。
豆乳のコクと甘みを抹茶の苦みが引き締めます。

新潟県

加茂錦酒造

加茂錦 荷札酒 純米大吟醸

グラス (90ml）

￥830

一合 (180ml）

￥1,280

KAMONISHIKI NIFUDAZAKE
軽快でありながら日本酒としての味わいを残し、トロピカルな印象。
パイナップルのような魅惑的な香り、マスカットのような踊るような香りが特徴的です。

Mango soy milk cocktail
当店の豆乳をベースにマンゴーを合わせています。
豆乳のコクの味わいと後からマンゴーの甘みと
酸味を感じるカクテルです。

Fuuka
黒カシスの渋みと豆乳のコクのマリアージュ。
とうふ店ならではの組み合わせです。

秋田県

阿桜酒造

特別純米 彩

グラス (90ml）

￥660

SAYAKA
ふくよかな旨みとすっきりとした後味の爽快感を合わせ持った、
さらりと飲める特別な日の純米酒です。

一合 (180ml）

￥1,100

Furin

鶴梅柚子酒をベースにソーダを合わせた
飲み口さっぱりのカクテルです。

ミモザ

￥880

Mimoza

この世でもっともおいしくてぜいたくなオレンジジュースといわれる、
スパークリングワインカクテルです。

カシスオレンジ

￥660

カシスウーロン

￥660

Cassis orange

Cassis oolong tea

※全ての商品は税込表記となっております。

※全ての商品は税込表記となっております。

果実酒

日本酒
〜今西酒造〜
奈良県

すっぱい梅酒

地元三輪の農家と協力して作った酒米に、
神の水とも称えられる三輪山の伏流水で醸す酒は、
穏やかな香り、フレッシュで米の旨みが広がる
綺麗な酒質が特徴の酒蔵です。

￥660

Plum wine
「すっぱい」の名が示す通り通常の梅酒に使われる梅の約 3 倍以上を使用。
しかもその梅は『紀州南高梅』という贅沢ぶり。
そのまま出荷すればすっぱくなりすぎてしまうところを一年の熟成の期間を経て
出荷されるため深みとまろやさが生まれ、とてもハイクオリティーな梅酒となっています。

みむろ杉
純米大吟醸 山田錦

グラス (90ml）

一合 (180ml）

￥830 ￥1,280

MIMUROSUGI JYUNMAIDAIGINJYO YAMADANISHIKI

鶴梅 ゆず

￥660

Sitron wine
柚子は樹齢の古い樹でなければ実をつけない果実、
そんな柚子を 50％も使用しているということですから、美味しくない訳がありません。
ゆずの持つ酸味とほろ苦さ、そして透き通る爽快感がお酒でありながら見事に表現されていて、
軽快さと躍動感充ち溢れる柚子酒です。

米を磨くことでしか表現できない上質さ、繊細さを意識して醸した純米大吟醸。
食中酒としても楽しめる、透明感のある滑らかな旨味に、みむろ杉らしい、
ジューシーなエキス感も感じられる美味しいお酒に仕上がっています！
（日本酒度＋0）

みむろ杉
純米吟醸

グラス (90ml）

一合 (180ml）

￥720 ￥1,180

MIMUROSUGI JYUNMAIGINJYO
穏やかで上品で爽やかな香り。程よい旨みとフレッシュな酸。
（日本酒度＋3）

黒カシス

￥660

Black cassis

華やかで甘い香り、重厚なコクが感じられます。烏龍茶と合わせているので、
甘いだけではなくやわらかい渋みが感じられ味を占めています。

みむろ杉
特別純米 辛口

グラス (90ml）

MIMUROSUGI SPECIAL JYUNMAI DRY
香り穏やかで、キリリとした端麗辛口。
シャープでメリハリがある食中酒向けのお酒です。
（日本酒度＋6）

※全ての商品は税込表記となっております。

一合 (180ml）

￥600 ￥1,050

※全ての商品は税込表記となっております。

焼酎

日本酒

￥770

魔王
Mao

︿芋﹀

〜農口尚彦研究所〜
石川県

酒造りの神様 " の異名を持つ
日本最高峰の醸造家のひとり農口尚彦杜氏。
農口杜氏の技術・精神・生き様を研究、
次世代に継承することをミッションに 2017 年、
石川県に開設されたのが「農口尚彦研究所」です。

本格焼酎『魔王』は天使を誘惑し、魔界への最高のお酒を調達する悪魔たちによって、
もたらされた特別のお酒という意味で命名。熟成酒ならではの飲みあきのしない穏やかな風味が、
グラス越しにその雄大さを知る。華やかに香り立ち、豊かな余韻を残す酒。
まさに名門の粋。今宵も受け継がれるロマンの一滴。プレミアム焼酎の 3M の一角。

吉兆宝山

￥660

Kiccho houzan
黒麹仕込み。しっかりとしたボディ、お湯で割ると豊かな香りと深い味わいを楽しめます。
グラスから立ちのぼる湯気と共に鼻をくすぐる芳香は、後味と同様、スッキリと爽快です。
芋焼酎の王道を、さらに深めた一本。

赤兎馬 限定品

￥600

Sekitoba

本醸造

グラス (90ml）

￥830

赤兎馬の限定品をご紹介いたします。
季節が変わる頃合いでご来店いただくとその都度違う限定品に出会えるかもしれません。

一合 (180ml）

￥1,280

HONJYOZO SAKE
お酒つくりの神様と言われる農口杜氏の定番のお酒。札幌ではあまり
お見かけしない貴重なお酒です。温度の変化により味わいも変化していきます。
どんなお料理にも対応してくれることでしょう。

百年の孤独

￥770

Hyakunen no kodoku
創業明治十八年 宮崎県の黒木本店の名品。麦焼酎かめ仕込で造った原酒を樫樽で
長期保存させた甘い香りと深い味わいに仕上げています。

￥940

一合 (180ml）

￥1,380

JUNMAI
酒蔵近郊の農家さんが栽培した米を全量使用。同じ水源、同じ空気で育ったお米を使用した
テロワールを感じて頂けるお酒です。花を思わせる香り、絹のような滑らかな口当たりと
ミルキーなコクを感じるお酒です。冷酒でお楽しみ下さい。

︿麦﹀

純米

グラス (90ml）

薩州 呂布

￥660

Sassyu ryofu
大人気焼酎「赤兎馬」の相方。完熟果実のような甘く華やかな香り、そして華やかさと
コクのある味わいです。南の大地に力強くも悠然と立つまさに「薩州 呂布」と呼ぶに
ふさわしい逸品です。

桜明日香シルバートップ 25°

￥600

Sakura Asuka Silver Top 25°

季節酒

グラス (90ml）

￥1,100

￥1,880

︿北海道﹀

KISETU SHU
春夏秋冬、季節に合わせて最適な季節酒を紹介しております。
季節の移り変わりを感じる多彩な飲み口をお楽しみ下さい。

米麹を使用しているため、米由来の吟醸香が特徴的な麦焼酎です。
発酵方法や蒸留時間が異なるいくつかの麦焼酎をブレンドし、味と香りの調和を実現しました。

一合 (180ml）

清里 樽

￥600

Kiyosato taru
じゃがいもの甘味とオークの香りが解け合い、ほのかな甘みと優しい味わいが魅力です。

珈琲焼酎

￥600

coffee Shochu
羊蹄山の湧水と米とコーヒー豆を米麹で造った挽きたての香りがする苦みがある
コーヒー ( ブラック ) 通の焼酎です。ホンジュラス産コーヒー豆を１０％未満使用しています。
エルムガーデンのソムリエ東のおススメです。

※全ての商品は税込表記となっております。

※全ての商品は税込表記となっております。

グラスワイン

日本酒 ˜ 北海道 ˜

サンテロ・ブラック ブリュット（泡） ￥770
Santero Black Brut ／イタリア

泡立ちは力強く、花のようなアロマに新鮮なフルーツの香り。
そしてそのスタイリッシュな佇まいが人気の本格的なスプマンテです。

キンタス・デ・カイズ エンコスタス
デ・カイズ・アルバリーリョ（白）

根室市

碓氷勝三郎商店
北の勝 大海

￥600

創業明治 20 年の北海道根室市にある酒造メーカー。
酒造りで第一に求められる安定した気候風土と酒造りの
基本に徹した伝統の技術が、この芳醇味わいを生みだします。

KITANOKATU TAIKAI

地元で支持されている北の勝。晩酌などの定番酒としてお勧めします。

グラス (90ml）

￥550

一合 (180ml）

￥990

（日本酒度＋1）

Quintas de Caiz Encostas de Caiz Alvarinho ／ポルトガル
たっぷりの塩味とミネラルが特徴の少ししょっぱさを感じる
ポルトガルのワインです。

ヴィル・プドゥレアスカ
プレミアム・フュメ（白）

増毛町

￥700

果実味豊かでクリーミーなルーマニアの濃厚系白ワイン。
ぜひ豆乳豚しゃぶ鍋と一緒にお楽しみください。

Borgo Savaian Aransat Orenge Wine ／イタリア
オレンジワインとは白ワインのブドウを使って赤ワインと同じ醸造で作る
渋みのある白ワイン。豊かな渋みが和食ととても良く合います。

￥600

ストロベリー等の赤い果実のアロマにスパイスやココアの香りが広がり、
口に含むと柔らかなタンニンが感じられ心地よい後味が長く続きます。

クライン・ザルゼ・ワインズセラー
セレクション・ピノタージュ（赤）

国稀

特別純米酒

グラス (90ml）

KUNIMARE

￥770 ￥1,200

栗山町

小林酒造
蔵囲完熟

秘蔵純米

北海道の気候と空調が無くても安定した国の登録有形文化財の
古蔵を利用して所在地の水に拘らず、
酒によって一番合うと思われる水を使用している酒蔵です。

KURAKAKOI

グラス (90ml）

一合 (180ml）

￥830 ￥1,280

3 年タンク熟成させた古酒。古酒のニュアンスはありますが、酸味があるので、
幅広いお料理に合います。お燗にも最適です。
（日本酒度 -5）

￥720

Kleine Zalze Cellar Selection Pinotage ／南アフリカ
南アフリカのエレガントなスパイ―系ワイン。
発酵調味料との相性が良く、ぜひお刺身と一緒にお楽しみください。

￥700
エミリオ・ルスタウ・クリーム
イースト・インディア （シェリー）

倶知安町

二世古酒造
大吟醸

北海道内で一番南に位置し、水はニセコワイス山系の雪清水と、
羊蹄山からの「噴出し湧水」を使用した原酒への
こだわりは北海道随一の酒蔵です。

DAIGINJO

上品で華やかな吟醸香、程よい米の旨味と
キレのいい味わいがお楽しみいただけます。

グラス (90ml）

一合 (180ml）

￥990 ￥1,430

（日本酒度＋0）

Emilio Lustau East India ／スペイン
甘口のシェリー。カラメルやナッツのようなニュアンスがあり
デザートとの相性がとても良い食後酒です。

※全ての商品は税込表記となっております。

一合 (180ml）

（日本酒度 +4˜6）

￥720
ボルゴ・サヴァイアン
オレンジワイン・アランサット（オレンジ）

Eco Balance Pinot noir ／チリ

国稀酒造

米の旨さを生かし 純米酒ながらスッキリとした飲み口のお酒。
Kura Master2019 受賞酒 .

Viile Budureasca Premium Fume ／ルーマニア

エコ・バランス ピノ・ノワール（赤）

暑寒別（しょかんべつ）山系の豊かで清らかな水は南部杜氏たちの手で
その増毛の冷気にも似た鮮烈さと夏の海霧のようなまろやかさを
両立させる酒を作る日本最北端の酒蔵です。

※全ての商品は税込表記となっております。

シャンパン＆スパークリングボトル
日本酒飲み比べ
3 種飲み比べ (45ml×３） ￥1,300
下記の 15 種類の日本酒より
お好みの 3 種をお選びください

北海道
根室市

碓氷勝三郎商店

増毛町

北の勝 大海

Santero Black Brut ／イタリア

￥3,900

泡立ちは力強く、花のようなアロマに新鮮なフルーツの香り。
そしてそのスタイリッシュな佇まいが人気の本格的なスプマンテです。

国稀酒造

国稀 特別純米酒
栗山町

小林酒造

ウ・メス・ウ・ファン・トレス
ブリュット・ロゼ

蔵囲完熟 秘蔵純米

農口尚彦研究所

石川県

純米

農口尚彦研究所

本醸造
石川県

￥4,900

U mes U Fan Tres Brut Rose ／スペイン

農口尚彦研究所
石川県

サンテロ・ブラック ブリュット

農口尚彦研究所

ウ・ウメス・ウ・ファン・トレスの意味は１＋１＝３で、最高のもの同士を
組み合わせると、より良い相乗効果が生まれるとして名付けられたスペイン
のワイナリーです。
とうふ料理、豚しゃぶなど幅広く合わせられる万能スパークリングです。

季節酒

今西酒造
奈良県

今西酒造

奈良県

みむろ杉純米大吟醸 山田錦
奈良県

今西酒造

みむろ杉純米吟醸

今西酒造

藤野ワイナリー
ナチュラルスパークリング

￥6,000

FUJINO Winery Natural Sparkling ／札幌

みむろ杉特別純米 辛口

香りだけでも美味しさが伝わる、
札幌のナチュラルスパークリングワインです。

フルーティ
北海道

上川大雪酒造

新潟県

純米吟醸

加茂錦酒造

加茂錦 荷札酒 純米大吟醸
秋田県

阿桜酒造

特別純米 彩

Champagne Joseph Desprois ／フランス

竹鶴酒造

竹鶴純米にごり
山形県

￥9,900

ピノ・ノワールとシャルドネだけを使用した贅沢なシャンパーニュは、
淡い金色としっかりとしたコク、そしてきめ細かい泡が特長で 36 ヶ月の瓶内熟成による
奥深い味わいが特徴のシャンパーニュです。

ドライ
広島県

シャンパーニュ ジョゼフ デプロワ

宮城県

平孝酒造

日高見辛口本醸造
亀の井酒造

くどき上手ばくれん超辛口吟醸

※全ての商品は税込表記となっております。

※全ての商品は税込表記となっております。

白ワインボトル
レアル・コパニーア・デ・ビノス
Real Compania De Vinos ／スペイン

赤ワインボトル
￥3,100

雑誌『男子食堂』で極旨ワイングランプリ。マカベオやベルデホのフレッシュな酸が特徴で、
味わいはまろやかで料理を引き立てるさわやかな白ワイン。

エコ・バランス ピノ・ノワール

￥3,100

Eco Balance Pinot noir ／チリ

ストロベリー等の赤い果実のアロマにスパイスやココアの香りが広がり、
口に含むと柔らかなタンニンが感じられ心地よい後味が長く続きます。

クライン・ザルゼ・ワインズセラー ￥4,800
セレクション・ピノタージュ
ブリッコ・アル・ソーレ
ピノ・グリージョゔ

￥3,900

Kleine Zalze Cellar Selection Pinotage ／南アフリカ
南アフリカのエレガントなスパイ―系ワイン。
発酵調味料との相性が良く、ぜひお刺身と一緒にお楽しみください。

Bricco al Sole Pinot Grigio ／イタリア

果実味豊かな、がぶがぶ飲めるイタリアのナチュールワインです。

ゼビアン・コムサ・ルージュ
マス・ド・ジャニーニ

￥5,000

Cest Bien Comme Ca Rouge Mas De Janiny ／フランス

キンタス・デ・カイズ エンコスタス ￥4,400
デ・カイズ・アルバリーリョ

数々の品評会で金賞を受賞するなど現地での評価はかなり高い作り手。
ダークチェリーやカシスの香り、瑞々しい果実味とこなれたタンニンが
口の中に広がります。

Quintas de Caiz Encostas de Caiz Alvarinho ／ポルトガル

￥6,600

山崎ワイナリー ツヴァイゲルト

たっぷりの塩味とミネラルが特徴の少ししょっぱさを感じる
ポルトガルのワインです。

YAMAZAKI WINERY ZWEIGELT ／札幌
北海道を代表するワイナリー。
ツヴァイゲルトという品種はスパイシーさが感じられるのが特徴で、
しっかりした味わいの料理によく合います。

アルザス リースリング
Alsace Riesling ／フランス

￥4,700

テュルクハイム醸造所はロバート パーカー Jr.「ワインバイヤーズガイド」に、
3 ツ星生産者として掲載されています。
酸味と鉱物感、果実味をそれぞれ感じることのできる完成度の高いワインです。

ヴィル・プドゥレアスカ
プレミアム・フュメ（白）

￥5,000

Viile Budureasca Premium Fume ／ルーマニア
果実味豊かでクリーミーなルーマニアの濃厚系白ワイン。
ぜひ豆乳豚しゃぶ鍋と一緒にお楽しみください。

※全ての商品は税込表記となっております。

オレンジワインボトル
ボルゴ・サヴァイアン
オレンジワイン・アランサット

￥4,500

Borgo Savaian Aransat Orenge Wine ／イタリア
オレンジワインとは白ワインのブドウを使って赤ワインと同じ醸造で作る
渋みのある白ワイン。豊かな渋みが和食ととても良く合います。

※全ての商品は税込表記となっております。

