
Whisky       

　　　　　　　　　　　　                                      S                 
J                  W           ハイボール

・サントリー　山崎 ￥750 ￥1,100 ￥1,450 ￥1,000
・サントリー　白州 ￥750 ￥1,100 ￥1,450 ￥1,000
・サントリー　角 ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750 
・IW・ハーパー 12年 ￥800 ￥1,150 ￥1,500 ￥1,050
・IW・ハーパー　
  ゴールドメダル ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750 

・フォア・ローゼス   
   スモールバッチ ￥750 ￥1,100 ￥1,450 ￥1,000 

・フォア・ローゼス　 ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750
・ジャック・ダニエル
  ブラック ￥550 ￥800 ￥1,050 ￥800

・シーバス・リーガル ￥550 ￥800 ￥1,050 ￥800 
・バラン・タイン ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750 

Other
　　　　                S                    J                    W
・マリブ  ￥500 ￥750 ￥1,000
・マリブ　パイナップル  ￥600 ￥850 ￥1,100
・マリブ　コーラ  ￥900   
・マンズワイン　梅リキュール ￥550 ￥800 ￥1050
・マンズワイン　梅ソーダ ￥800   
・アサヒ　ドライゼロクリーミー  ￥500
・ノンアルコール　ハイボールテイスト ￥500  
・ノンアルコール　シャルドネ・スパークリングテイスト ￥500
・コカ・コーラ   ￥450  
・サッポロ　烏龍茶   ￥450  
・コーヒー（ミカド珈琲）  ￥450  
・お茶漬け   ￥600  
・チーズの盛り合わせ   ￥700  
・燻製イワシのレモン添え  ￥500  
・ショコラトリュフ   ￥600  
・チャーム   ￥300   
    

Wines (RED)    

ALPS WINE Musee du VinBLACKQUEEN NAC 
( アルプスワイン　ミュゼ・ドゥ・バン　ブラッククイーン　NAC)

( 株 ) アルプス（長野県塩尻市） Bottle ￥2,500- Glass￥650- 
長野県松本平産ブラッククイーンを使用。濃紫色の深い色合い、凝縮さ
れた果実味、程よいタンニンとバランスの良いワインです。
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）    

・IZUTU WINE NAC Merlot 
  ( 井筒ワイン　NAC　メルロー）     
( 株 ) 井筒ワイン（長野県塩尻市） Bottle ￥2,500- Glass ￥650- 
塩尻市の自社及び契約農園のメルローを使用。優しくふくよかな果実味
がタンニンなどの骨格を包み込む様にして広がる柔らかい呑み口のワイ
ンです。
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）    
      

Wines (WHITES) 

・ALPS WINE Musee du Vin RYUGAN NAC
  ( アルプスワイン　ミュゼ・ドゥ・バン　善光寺竜眼　NAC)

( 株 ) アルプス（長野県塩尻市） Bottle ￥2,500- Glass￥650- 
長野県内産善光寺竜眼を使用。ワイン自体のパンチ力はさほどではない
が、食事と共に口にした時にその真価を発揮します。爽やかな酸味とバ
ランスのとれた香味が特徴です。   
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）    
     
・IZUTU WINE NAC Chardnnay 
  ( 井筒ワイン　NAC　シャルドネ）    
( 株 ) 井筒ワイン（長野県塩尻市） Bottle ￥2,500 -Glass￥650- 
塩尻市の自社及び契約農園のシャルドネを使用。適度な果実味に、しっ
かりと心地よい酸味。凛とした綺麗な輪郭を持ったワインです。
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）    
      
※その他のワインについては、スタッフにお尋ねください。   
      

Sparkling Wines
・MANNS WINES　酵母の泡　信州龍眼　
  ( マンズワイン　酵母の泡　信州龍眼 )    
マンズワイン (株 ) 勝沼ワイナリー（山梨県甲州市）    Bottle ￥2,800-
長野県産竜眼種使用ワインを耐圧タンクでじっくり二次発酵させ、その
ままスパークリングワインに仕上げました。フレッシュなアロマ香と酵
母の造り出したきめ細かな泡をお楽しみください。    
     
・Japanese Sparkling Wine "AWA" Koshu & Chardonnay   
  ( シャトー　メルシャン　日本のあわ　甲州&シャルドネ）   
メルシャン (株 ) 勝沼ワイナリー（山梨県甲州市）     Bottle ￥3,800-
長野県内産シャルドネを使用。甲州由来のグレープフルーツ・ライム等
の柑橘の香り、シャルドネ由来の白桃やバナナ・パイナップルを連想さ
せる甘酸っぱい果実の香りがバランスよく調和し、きめ細かい泡と心地
よい酸が口中に広がります。
   

Beer
・THE　軽井沢ビール　清涼飛泉プレミアム小瓶 ￥700- 
爽快な香りとしまりのある苦味。美しい光沢のゴールデンビール。 

・THE　軽井沢ビール　白ビール（ヴァイス）小瓶 ￥650- 
軽井沢の白樺林を連想する、小麦麦芽の飽きのこないビール。 

・THE　軽井沢ビール　ダーク小瓶 ￥650- 
軽井沢の贅沢感たっぷりの、濃厚で芳醇なビール。   

・THE　軽井沢ビール　クリア小瓶 ￥650-
清涼な軽井沢。口当たりの爽やかなビールです。   
・THE　軽井沢ビール　生ビール（期間限定） ￥700-

・サッポロ　ヱビスビール中瓶 ￥700-

・アサヒ　スーパードライ中瓶 ￥650-

・キリン　一番搾り中瓶 ￥650-

・コロナ　ビール ￥650-

・バドワイザー ￥650-

日本酒    

・純米大吟醸酒  明鏡止水　
　磨き35・使用米　特A山田錦　精米歩合　35%  
大澤酒造 (株 )　長野県佐久市         4 合瓶￥6,200-　1合￥1,600- 
明鏡止水の最高品「プラチナ」と同じもろみを槽搾り。特A地区東条産
の特上山田錦を贅沢に 35%まで精米。優しく透明感の飲み口。純米大吟
醸ならではの上品な香味をお楽しみ下さい。     
    
・明鏡止水　M18   
　使用米　山田錦　美山錦　精米歩合　麹 60%　掛 65%  
大澤酒造 (株 )　長野県佐久市         4 合瓶￥3,100-　1合￥800-
程よい香味と、爽やかな味わい。気軽に純米大吟醸を楽しんでいただけ
ます。       
   
・純米吟醸酒・亀齢　山田錦  
　使用米　山田錦　精米歩合 55%　※時期により生酒  
岡崎酒造 (株 )　長野県上田市              4 合瓶￥3,000-　1合￥800-
今や長野県を代表する銘柄となった「亀齢」。兵庫県加西市産（契約栽培）
の山田錦を使用。気品あふれる逸品。高貴な飲み口と豊かな余韻をお楽
しみ下さい。       
  
・純米酒・亀齢　ひとごこち ※時期により生酒   
　使用米　ひとごこち　精米歩合　麹 59%　掛 70%
岡崎酒造 (株 )　長野県上田市              4 合瓶￥2,500-　1合￥650-
華やか過ぎないフルーティーな香味、キレの良い飲み口です。女性杜氏
が醸す心地良い味わいは、銘柄のごとく綺麗なお酒です。   
      
・その他・Beau Michelle( ボー・ミッシェル )
　使用米　国産好適酒造米　精米歩合 60%   
伴野酒造 ( 株 )　長野県佐久市   　　　　500ml 瓶 ￥1,900-1 合￥650- 
ビートルズを聞いて育った日本酒。アルコール度数 9％の軽快な口当た
り、フルーティーで爽やかな味わい。まるでワインのような日本酒です。
2015酒ー 1グランプリ、グランプリ獲得。 

※その他の日本酒については、スタッフにお尋ねください。   

D r i n k  M e n u
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( アルプスワイン　ミュゼ・ドゥ・バン　ブラッククイーン　NAC)
 Bottle ￥2,500-  Glass ￥650-
( 株 ) アルプス（長野県塩尻市）
長野県松本平産ブラッククイーンを使用。濃紫色の深い色合い、凝縮された
果実味、程よいタンニンとバランスの良いワインです。
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）
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  ( 井筒ワイン　NAC　メルロー）
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( 株 ) 井筒ワイン（長野県塩尻市）  
塩尻市の自社及び契約農園のメルローを使用。優しくふくよかな果実味がタ
ンニンなどの骨格を包み込む様にして広がる柔らかい呑み口のワインです。
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）

Wines (WHITES)

ALPS WINE Musee du Vin RYUGAN NAC
( アルプスワイン　ミュゼ・ドゥ・バン　善光寺竜眼　NAC)
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( 株 ) アルプス（長野県塩尻市）
長野県内産善光寺竜眼を使用。ワイン自体のパンチ力はさほどではないが、
食事と共に口にした時にその真価を発揮します。爽やかな酸味とバランスの
とれた香味が特徴です。   
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 Bottle ￥2,500-  Glass ￥650-
( 株 ) 井筒ワイン（長野県塩尻市）
塩尻市の自社及び契約農園のシャルドネを使用。適度な果実味に、しっかり
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Sparkling Wines
MANNS WINES　酵母の泡　信州龍眼　
( マンズワイン　酵母の泡　信州龍眼 )
 Bottle ￥2,800-
マンズワイン (株 ) 勝沼ワイナリー（山梨県甲州市）
長野県産竜眼種使用ワインを耐圧タンクでじっくり二次発酵させ、そのまま
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橘の香り、シャルドネ由来の白桃やバナナ・パイナップルを連想させる甘酸っ
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広がります。
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　使用米　国産好適酒造米　精米歩合 60%   
伴野酒造 ( 株 )　長野県佐久市   　　　　500ml 瓶 ￥1,900-1 合￥650- 
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※その他の日本酒については、スタッフにお尋ねください。   



Beer
THE　軽井沢ビール　清涼飛泉プレミアム小瓶 ￥700-
爽快な香りとしまりのある苦味。美しい光沢のゴールデンビール。 

THE　軽井沢ビール　白ビール（ヴァイス）小瓶 ￥650-
軽井沢の白樺林を連想する、小麦麦芽の飽きのこないビール。 

THE　軽井沢ビール　ダーク小瓶 ￥650-
軽井沢の贅沢感たっぷりの、濃厚で芳醇なビール。

THE　軽井沢ビール　クリア小瓶 ￥650-
清涼な軽井沢。口当たりの爽やかなビールです。
THE　軽井沢ビール　生ビール（期間限定） ￥700-

サッポロ　ヱビスビール中瓶 ￥700-

アサヒ　スーパードライ中瓶 ￥650-

キリン　一番搾り中瓶 ￥650-

コロナ　ビール ￥650-

バドワイザー ￥650-

日本酒
純米大吟醸酒  明鏡止水　
磨き 35・使用米　特A山田錦　精米歩合　35%
 4 合瓶 ￥6,200-  1 合 ￥1,600- 
大澤酒造 (株 )　長野県佐久市         
明鏡止水の最高品「プラチナ」と同じもろみを槽搾り。特A地区東条産の特
上山田錦を贅沢に 35%まで精米。優しく透明感の飲み口。純米大吟醸ならで
はの上品な香味をお楽しみ下さい。

明鏡止水　M18  
使用米　山田錦　美山錦　精米歩合　麹 60%　掛 65%
 4 合瓶 ￥3,100-  1 合 ￥800-
大澤酒造 (株 )　長野県佐久市         
程よい香味と、爽やかな味わい。気軽に純米大吟醸を楽しんでいただけます。

純米吟醸酒・亀齢　山田錦　※時期により生酒  
使用米　山田錦　精米歩合 55%
 4 合瓶 ￥3,000-  1 合 ￥800-
岡崎酒造 (株 )　長野県上田市             
今や長野県を代表する銘柄となった「亀齢」。兵庫県加西市産（契約栽培）の
山田錦を使用。気品あふれる逸品。高貴な飲み口と豊かな余韻をお楽しみく
ださい。  

純米酒・亀齢　ひとごこち ※時期により生酒  
使用米　ひとごこち　精米歩合　麹 59%　掛 70%
 4 合瓶 ￥2,500-  1 合 ￥650-
岡崎酒造 (株 )　長野県上田市             
華やか過ぎないフルーティーな香味、キレの良い飲み口です。女性杜氏が醸
す心地良い味わいは、銘柄のごとく綺麗なお酒です。

Beau Michelle( ボー・ミッシェル )
使用米　国産好適酒造米　精米歩合 60%
 500ml 瓶 ￥1,900- 1 合 ￥650-
伴野酒造 (株 )　長野県佐久市
ビートルズを聞いて育った日本酒。アルコール度数 9％の軽快な口当たり、
フルーティーで爽やかな味わい。まるでワインのような日本酒です。2015酒ー
1グランプリ、グランプリ獲得。 

※その他の日本酒については、スタッフにお尋ねください。  
 

Whisky       

　　　　　　　　　　　　                                      S                 
J                  W           ハイボール

・サントリー　山崎 ￥750 ￥1,100 ￥1,450 ￥1,000
・サントリー　白州 ￥750 ￥1,100 ￥1,450 ￥1,000
・サントリー　角 ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750 
・IW・ハーパー 12年 ￥800 ￥1,150 ￥1,500 ￥1,050
・IW・ハーパー　
  ゴールドメダル ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750 

・フォア・ローゼス   
   スモールバッチ ￥750 ￥1,100 ￥1,450 ￥1,000 

・フォア・ローゼス　 ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750
・ジャック・ダニエル
  ブラック ￥550 ￥800 ￥1,050 ￥800

・シーバス・リーガル ￥550 ￥800 ￥1,050 ￥800 
・バラン・タイン ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750 

Other
　　　　                S                    J                    W
・マリブ  ￥500 ￥750 ￥1,000
・マリブ　パイナップル  ￥600 ￥850 ￥1,100
・マリブ　コーラ  ￥900   
・マンズワイン　梅リキュール ￥550 ￥800 ￥1050
・マンズワイン　梅ソーダ ￥800   
・アサヒ　ドライゼロクリーミー  ￥500
・ノンアルコール　ハイボールテイスト ￥500  
・ノンアルコール　シャルドネ・スパークリングテイスト ￥500
・コカ・コーラ   ￥450  
・サッポロ　烏龍茶   ￥450  
・コーヒー（ミカド珈琲）  ￥450  
・お茶漬け   ￥600  
・チーズの盛り合わせ   ￥700  
・燻製イワシのレモン添え  ￥500  
・ショコラトリュフ   ￥600  
・チャーム   ￥300   
    

Wines (RED)    

ALPS WINE Musee du VinBLACKQUEEN NAC 
( アルプスワイン　ミュゼ・ドゥ・バン　ブラッククイーン　NAC)

( 株 ) アルプス（長野県塩尻市） Bottle ￥2,500- Glass￥650- 
長野県松本平産ブラッククイーンを使用。濃紫色の深い色合い、凝縮さ
れた果実味、程よいタンニンとバランスの良いワインです。
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）    

・IZUTU WINE NAC Merlot 
  ( 井筒ワイン　NAC　メルロー）     
( 株 ) 井筒ワイン（長野県塩尻市） Bottle ￥2,500- Glass ￥650- 
塩尻市の自社及び契約農園のメルローを使用。優しくふくよかな果実味
がタンニンなどの骨格を包み込む様にして広がる柔らかい呑み口のワイ
ンです。
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）    
      

Wines (WHITES) 

・ALPS WINE Musee du Vin RYUGAN NAC
  ( アルプスワイン　ミュゼ・ドゥ・バン　善光寺竜眼　NAC)

( 株 ) アルプス（長野県塩尻市） Bottle ￥2,500- Glass￥650- 
長野県内産善光寺竜眼を使用。ワイン自体のパンチ力はさほどではない
が、食事と共に口にした時にその真価を発揮します。爽やかな酸味とバ
ランスのとれた香味が特徴です。   
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）    
     
・IZUTU WINE NAC Chardnnay 
  ( 井筒ワイン　NAC　シャルドネ）    
( 株 ) 井筒ワイン（長野県塩尻市） Bottle ￥2,500 -Glass￥650- 
塩尻市の自社及び契約農園のシャルドネを使用。適度な果実味に、しっ
かりと心地よい酸味。凛とした綺麗な輪郭を持ったワインです。
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）    
      
※その他のワインについては、スタッフにお尋ねください。   
      

Sparkling Wines
・MANNS WINES　酵母の泡　信州龍眼　
  ( マンズワイン　酵母の泡　信州龍眼 )    
マンズワイン (株 ) 勝沼ワイナリー（山梨県甲州市）    Bottle ￥2,800-
長野県産竜眼種使用ワインを耐圧タンクでじっくり二次発酵させ、その
ままスパークリングワインに仕上げました。フレッシュなアロマ香と酵
母の造り出したきめ細かな泡をお楽しみください。    
     
・Japanese Sparkling Wine "AWA" Koshu & Chardonnay   
  ( シャトー　メルシャン　日本のあわ　甲州&シャルドネ）   
メルシャン (株 ) 勝沼ワイナリー（山梨県甲州市）     Bottle ￥3,800-
長野県内産シャルドネを使用。甲州由来のグレープフルーツ・ライム等
の柑橘の香り、シャルドネ由来の白桃やバナナ・パイナップルを連想さ
せる甘酸っぱい果実の香りがバランスよく調和し、きめ細かい泡と心地
よい酸が口中に広がります。
   

Beer
・THE　軽井沢ビール　清涼飛泉プレミアム小瓶 ￥700- 
爽快な香りとしまりのある苦味。美しい光沢のゴールデンビール。 

・THE　軽井沢ビール　白ビール（ヴァイス）小瓶 ￥650- 
軽井沢の白樺林を連想する、小麦麦芽の飽きのこないビール。 

・THE　軽井沢ビール　ダーク小瓶 ￥650- 
軽井沢の贅沢感たっぷりの、濃厚で芳醇なビール。   

・THE　軽井沢ビール　クリア小瓶 ￥650-
清涼な軽井沢。口当たりの爽やかなビールです。   
・THE　軽井沢ビール　生ビール（期間限定） ￥700-

・サッポロ　ヱビスビール中瓶 ￥700-

・アサヒ　スーパードライ中瓶 ￥650-

・キリン　一番搾り中瓶 ￥650-

・コロナ　ビール ￥650-

・バドワイザー ￥650-

日本酒    

・純米大吟醸酒  明鏡止水　
　磨き35・使用米　特A山田錦　精米歩合　35%  
大澤酒造 (株 )　長野県佐久市         4 合瓶￥6,200-　1合￥1,600- 
明鏡止水の最高品「プラチナ」と同じもろみを槽搾り。特A地区東条産
の特上山田錦を贅沢に 35%まで精米。優しく透明感の飲み口。純米大吟
醸ならではの上品な香味をお楽しみ下さい。     
    
・明鏡止水　M18   
　使用米　山田錦　美山錦　精米歩合　麹 60%　掛 65%  
大澤酒造 (株 )　長野県佐久市         4 合瓶￥3,100-　1合￥800-
程よい香味と、爽やかな味わい。気軽に純米大吟醸を楽しんでいただけ
ます。       
   
・純米吟醸酒・亀齢　山田錦  
　使用米　山田錦　精米歩合 55%　※時期により生酒  
岡崎酒造 (株 )　長野県上田市              4 合瓶￥3,000-　1合￥800-
今や長野県を代表する銘柄となった「亀齢」。兵庫県加西市産（契約栽培）
の山田錦を使用。気品あふれる逸品。高貴な飲み口と豊かな余韻をお楽
しみ下さい。       
  
・純米酒・亀齢　ひとごこち ※時期により生酒   
　使用米　ひとごこち　精米歩合　麹 59%　掛 70%
岡崎酒造 (株 )　長野県上田市              4 合瓶￥2,500-　1合￥650-
華やか過ぎないフルーティーな香味、キレの良い飲み口です。女性杜氏
が醸す心地良い味わいは、銘柄のごとく綺麗なお酒です。   
      
・その他・Beau Michelle( ボー・ミッシェル )
　使用米　国産好適酒造米　精米歩合 60%   
伴野酒造 ( 株 )　長野県佐久市   　　　　500ml 瓶 ￥1,900-1 合￥650- 
ビートルズを聞いて育った日本酒。アルコール度数 9％の軽快な口当た
り、フルーティーで爽やかな味わい。まるでワインのような日本酒です。
2015酒ー 1グランプリ、グランプリ獲得。 

※その他の日本酒については、スタッフにお尋ねください。   



Whisky       

　　　　　　　　　　　　                                      S                 
J                  W           ハイボール

・サントリー　山崎 ￥750 ￥1,100 ￥1,450 ￥1,000
・サントリー　白州 ￥750 ￥1,100 ￥1,450 ￥1,000
・サントリー　角 ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750 
・IW・ハーパー 12年 ￥800 ￥1,150 ￥1,500 ￥1,050
・IW・ハーパー　
  ゴールドメダル ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750 

・フォア・ローゼス   
   スモールバッチ ￥750 ￥1,100 ￥1,450 ￥1,000 

・フォア・ローゼス　 ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750
・ジャック・ダニエル
  ブラック ￥550 ￥800 ￥1,050 ￥800

・シーバス・リーガル ￥550 ￥800 ￥1,050 ￥800 
・バラン・タイン ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750 

Other
　　　　                S                    J                    W
・マリブ  ￥500 ￥750 ￥1,000
・マリブ　パイナップル  ￥600 ￥850 ￥1,100
・マリブ　コーラ  ￥900   
・マンズワイン　梅リキュール ￥550 ￥800 ￥1050
・マンズワイン　梅ソーダ ￥800   
・アサヒ　ドライゼロクリーミー  ￥500
・ノンアルコール　ハイボールテイスト ￥500  
・ノンアルコール　シャルドネ・スパークリングテイスト ￥500
・コカ・コーラ   ￥450  
・サッポロ　烏龍茶   ￥450  
・コーヒー（ミカド珈琲）  ￥450  
・お茶漬け   ￥600  
・チーズの盛り合わせ   ￥700  
・燻製イワシのレモン添え  ￥500  
・ショコラトリュフ   ￥600  
・チャーム   ￥300   
    

Wines (RED)    

ALPS WINE Musee du VinBLACKQUEEN NAC 
( アルプスワイン　ミュゼ・ドゥ・バン　ブラッククイーン　NAC)

( 株 ) アルプス（長野県塩尻市） Bottle ￥2,500- Glass￥650- 
長野県松本平産ブラッククイーンを使用。濃紫色の深い色合い、凝縮さ
れた果実味、程よいタンニンとバランスの良いワインです。
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）    

・IZUTU WINE NAC Merlot 
  ( 井筒ワイン　NAC　メルロー）     
( 株 ) 井筒ワイン（長野県塩尻市） Bottle ￥2,500- Glass ￥650- 
塩尻市の自社及び契約農園のメルローを使用。優しくふくよかな果実味
がタンニンなどの骨格を包み込む様にして広がる柔らかい呑み口のワイ
ンです。
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）    
      

Wines (WHITES) 

・ALPS WINE Musee du Vin RYUGAN NAC
  ( アルプスワイン　ミュゼ・ドゥ・バン　善光寺竜眼　NAC)

( 株 ) アルプス（長野県塩尻市） Bottle ￥2,500- Glass￥650- 
長野県内産善光寺竜眼を使用。ワイン自体のパンチ力はさほどではない
が、食事と共に口にした時にその真価を発揮します。爽やかな酸味とバ
ランスのとれた香味が特徴です。   
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）    
     
・IZUTU WINE NAC Chardnnay 
  ( 井筒ワイン　NAC　シャルドネ）    
( 株 ) 井筒ワイン（長野県塩尻市） Bottle ￥2,500 -Glass￥650- 
塩尻市の自社及び契約農園のシャルドネを使用。適度な果実味に、しっ
かりと心地よい酸味。凛とした綺麗な輪郭を持ったワインです。
NAC( 長野県原産地呼称管理委員会認定商品）    
      
※その他のワインについては、スタッフにお尋ねください。   
      

Sparkling Wines
・MANNS WINES　酵母の泡　信州龍眼　
  ( マンズワイン　酵母の泡　信州龍眼 )    
マンズワイン (株 ) 勝沼ワイナリー（山梨県甲州市）    Bottle ￥2,800-
長野県産竜眼種使用ワインを耐圧タンクでじっくり二次発酵させ、その
ままスパークリングワインに仕上げました。フレッシュなアロマ香と酵
母の造り出したきめ細かな泡をお楽しみください。    
     
・Japanese Sparkling Wine "AWA" Koshu & Chardonnay   
  ( シャトー　メルシャン　日本のあわ　甲州&シャルドネ）   
メルシャン (株 ) 勝沼ワイナリー（山梨県甲州市）     Bottle ￥3,800-
長野県内産シャルドネを使用。甲州由来のグレープフルーツ・ライム等
の柑橘の香り、シャルドネ由来の白桃やバナナ・パイナップルを連想さ
せる甘酸っぱい果実の香りがバランスよく調和し、きめ細かい泡と心地
よい酸が口中に広がります。
   

Beer
・THE　軽井沢ビール　清涼飛泉プレミアム小瓶 ￥700- 
爽快な香りとしまりのある苦味。美しい光沢のゴールデンビール。 

・THE　軽井沢ビール　白ビール（ヴァイス）小瓶 ￥650- 
軽井沢の白樺林を連想する、小麦麦芽の飽きのこないビール。 

・THE　軽井沢ビール　ダーク小瓶 ￥650- 
軽井沢の贅沢感たっぷりの、濃厚で芳醇なビール。   

・THE　軽井沢ビール　クリア小瓶 ￥650-
清涼な軽井沢。口当たりの爽やかなビールです。   
・THE　軽井沢ビール　生ビール（期間限定） ￥700-

・サッポロ　ヱビスビール中瓶 ￥700-

・アサヒ　スーパードライ中瓶 ￥650-

・キリン　一番搾り中瓶 ￥650-

・コロナ　ビール ￥650-

・バドワイザー ￥650-

日本酒    

・純米大吟醸酒  明鏡止水　
　磨き35・使用米　特A山田錦　精米歩合　35%  
大澤酒造 (株 )　長野県佐久市         4 合瓶￥6,200-　1合￥1,600- 
明鏡止水の最高品「プラチナ」と同じもろみを槽搾り。特A地区東条産
の特上山田錦を贅沢に 35%まで精米。優しく透明感の飲み口。純米大吟
醸ならではの上品な香味をお楽しみ下さい。     
    
・明鏡止水　M18   
　使用米　山田錦　美山錦　精米歩合　麹 60%　掛 65%  
大澤酒造 (株 )　長野県佐久市         4 合瓶￥3,100-　1合￥800-
程よい香味と、爽やかな味わい。気軽に純米大吟醸を楽しんでいただけ
ます。       
   
・純米吟醸酒・亀齢　山田錦  
　使用米　山田錦　精米歩合 55%　※時期により生酒  
岡崎酒造 (株 )　長野県上田市              4 合瓶￥3,000-　1合￥800-
今や長野県を代表する銘柄となった「亀齢」。兵庫県加西市産（契約栽培）
の山田錦を使用。気品あふれる逸品。高貴な飲み口と豊かな余韻をお楽
しみ下さい。       
  
・純米酒・亀齢　ひとごこち ※時期により生酒   
　使用米　ひとごこち　精米歩合　麹 59%　掛 70%
岡崎酒造 (株 )　長野県上田市              4 合瓶￥2,500-　1合￥650-
華やか過ぎないフルーティーな香味、キレの良い飲み口です。女性杜氏
が醸す心地良い味わいは、銘柄のごとく綺麗なお酒です。   
      
・その他・Beau Michelle( ボー・ミッシェル )
　使用米　国産好適酒造米　精米歩合 60%   
伴野酒造 ( 株 )　長野県佐久市   　　　　500ml 瓶 ￥1,900-1 合￥650- 
ビートルズを聞いて育った日本酒。アルコール度数 9％の軽快な口当た
り、フルーティーで爽やかな味わい。まるでワインのような日本酒です。
2015酒ー 1グランプリ、グランプリ獲得。 

※その他の日本酒については、スタッフにお尋ねください。   

Whisky
　　　　　　　　　　　    S                   J                   W           ハイボール
サントリー　山崎 ￥750 ￥1,100 ￥1,450 ￥1,000

サントリー　白州 ￥750 ￥1,100 ￥1,450 ￥1,000

サントリー　角 ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750 

IW・ハーパー 12年 ￥800 ￥1,150 ￥1,500 ￥1,050

IW・ハーパー　
ゴールドメダル ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750 

フォア・ローゼス   
スモールバッチ ￥750 ￥1,100 ￥1,450    ￥1,000 

フォア・ローゼス　 ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750

ジャック・ダニエル
ブラック ￥550 ￥800 ￥1,050 ￥800

シーバス・リーガル ￥550 ￥800 ￥1,050 ￥800 
バラン・タイン ￥500 ￥750 ￥1,000 ￥750 

Other
　　　　                S                    J                    W
マリブ  ￥500 ￥750 ￥1,000

マリブ　パイナップル  ￥600 ￥850 ￥1,100

マリブ　コーラ  ￥900   

マンズワイン　梅リキュール ￥550 ￥800 ￥1050

マンズワイン　梅ソーダ  ￥800

   

アサヒ　ドライゼロクリーミー ￥500

ノンアルコール　ハイボールテイスト ￥500

ノンアルコール　シャルドネ・スパークリングテイスト ￥500

コカ・コーラ ￥450

サッポロ　烏龍茶 ￥450

コーヒー（ミカド珈琲） ￥450

お茶漬け ￥600

チーズの盛り合わせ ￥700

燻製イワシのレモン添え ￥500

ショコラトリュフ ￥600

チャーム ￥300


