


《Ｃｈａｒｇｅ》

Ｌｏｕｎｇｅ Ｔａｂｌｅ （７０ｍｉｎ）
２０：００～３：００ ｌａｓｔ 6,000円

1名～ 7,000円

１０名～ 5,000円

Ｏｖｅｒ Ｃｈａｒｇｅ （３０ｍｉｎ） 2,000円

Ｋａｒａｏｋｅ Ｒｏｙａｌ Ｒｏｏｍ 6,000円

Ｒｏｙａｌ ＶＩＰ Ｒｏｏｍ ８ 6,000円
（Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ Ｗｉｎｅ Ｆｕｌｌｂｏｔｔｌｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ）

Ｒｏｙａｌ ＶＩＰ Ｒｏｏｍ １０ 8,000円
（Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ Ｗｉｎｅ Ｆｕｌｌｂｏｔｔｌｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ）

《Ｏｔｈｅｒ Ｃｈａｒｇｅ》

Ｓｅｒｖｉｓｅ ＆ Ｔａｘ 0％

Ｅｓｃｏｒｔ 2,000円

Ｃｏｍｐａｎｉｏｎ（１２０ｍｉｎ） 7,000円

Ｄｅｂａｎａ 5,000円

Ｓｅｔｔｏ Ｔａｂｌｅ （７０ｍｉｎ） 5,000円
Ｔａｘ ８％

1名～ 6,000円

Ｏｖｅｒ Ｃｈａｒｇｅ （３０ｍｉｎ） 500円

Ｗａｔｅｒ 800円

Ｓｏｆｔ Ｄｒｉｎｋ 900円

Ｂｅｅｒ 900円

Ｃｏｃｋｔａｉｌ 1,000円

《Ｋａｒａｏｋｅ Ｒｏｏｍ Ｃｈａｒｇｅ》



鏡月（甲類） 5,000円
ストレートやロックで楽しむのが
お薦めですが、トニックとの相性もよく、
すっきりとした味わいが楽しめます。

黒丸（芋） 6,000円
鹿児島県産100％の黄金千貫（さつまいも）と
伝統的な黒麹仕込みでつくった本格焼酎。

八重丸（麦） 5,000円
大麦由来の芳醇な風味とすっきりとした
後口を両立させたキレのある麦焼酎。

いいちこシルエット（麦） 5,000円
この香り。この深み。「いいちこシルエット」は、
うまさの「いいちこ」をいっそう吟味した本格焼酎です。

いいちこスーパー（麦） 6,000円
さらに香り高く、さらに味わい深く、「いいちこスーパー」は、
いままでの焼酎イメージにはおさまらない本格焼酎です。

いいちこフラスコ（麦） 8,000円
贅沢にも大麦100％で醸した全麹造りで、まろやかなでコクがある
深い味わいが特徴。そして、その特徴をバランスよく表現するために、
あえて度数を30度に仕上げるというこだわりぶり。

グランブルー（甲類） 5,000円
グランブルーは知床らうす深層水を使用した、深みのある、
まろやかですっきりとした味わいの甲類焼酎。

鍛高譚（しそ） 5,000円
白糠町特産のシソを原料として蒸留した乙類焼酎に、
さわやかな甲類焼酎をブレンドした、甲類乙類混和焼酎です。
シソの味わいとほのかな香りが心地よく、まろやかながらも、
さらりとしたとても飲み口の良い仕上がり。

ダバダ火振り（栗） 6,000円
ダバダ火振りは、この四万十特産の新鮮栗をふんだんに使った
本格乙焼酎で、まろやかな栗の香りを逃さないように、
低温でゆっくり蒸留。やわらかな旨みとほのかな甘味を感じます。

薩摩白波（芋） 5,000円
芋焼酎の持ち味をいかした、風味、呑みやすさは、
全国で親しまれるのも納得の1本です。

海童（芋） 6,000円
鹿児島県産「黄金千貫」を使用し、昔ながらの「黒麹」で
仕込みました。コクがあるまろやかな味わいです。

黒霧島（芋） 5,000円
本格焼酎「黒霧島」のうまさは、黒麹仕込み由来のトロリとした
あまみ、キリッとした後味の良さにあります。また、香りにクセがないので
非常に飲みやすい焼酎です。

すだち酎 5,000円
徳島県特産のすだち果汁をふんだんに使った贅沢な焼酎タイプの
まったく新しいお酒です。さわやかな香り、軽い酸味をお好みに
あわせてお楽しみいただけます。

大河の一滴（麦） 6,000円
厳選された麦と綾の湧水を使用し丹念に造り上げた麦焼酎の原酒を
3年以上の歳月をかけて樫樽でじっくり熟成させています。



サントリーX・O 14,000円
原料のブドウから発酵・蒸留・オーク樽による熟成まで、すべてに
伝統技術の粋をこらした高級ブランデーとして定評があります。
芳醇・馥郁とした品質設計のXOです。

ヘネシーV.S.O.P 28,000円
丁子とシナモンのアロマが、オークと胡椒のかすかな香りに交じり合い、
蜂蜜の風味が、ほのかに甘草（リコリス）の風味とバランスよく
調和しています。至福の時間を作り出す特別なコニャックです。

クルボアジェV.S.O.P 28,000円
ナポレオン3世の時代に皇室御用達のコニャックメーカーとなった。
フルーティーさに富み、熟成感にすぐれたまろやかな香味。
重過ぎずのみ飽きない味わい。

山崎12years 24,000円
日本のウイスキー発祥の地、山崎蒸留所の竣工の60年目の1984年に
登場した。日本を代表するシングルモルトウイスキー。味わいは
まろやかで重厚、後口に古樽による気品のあるウッディネス。

響17years 30,000円
甘く華やか豊かな熟成香と円やかで厚みのあるコクが特徴です。
サンフランシスコ･ワールド･スピリッツ･コンペティション金賞を受賞した逸品！

ザ・マッカラン12years 18,000円
シングルモルトのロールスロイスとまで称えられているシングルモルトの最高峰。
甘やかでフルーティーな芳香シェリー酒や蜂蜜のような香り。

ザ・マッカラン18years 35,000円
マッカランの18年物は蒸留年の表示のあるシングルヴィンテージです。
カルヴァドスのような重厚なコクと芳醇な味わいが魅力です。
数多いマッカラン愛好家も一押しの一本と言えます。

シーバスリーガル12years 18,000円
ハイランド地方に現存する最古の『ストラスアイラ蒸留所』のモルト原酒を核に、
厳選された味わい深い原酒をキーモルトとして使用。
ウイスキーの理想郷で育まれた芳醇な香りとまろやかさ。

深い熟成を経た40種類を越える原酒を絶妙にブレンドし、類まれな豊潤な
味わいを特徴とするスコッチウイスキーの逸品。

オールドパー12years 12,000円

ジャックダニエル 8,000円
販売数量世界№1のウイスキーでテネシーウイスキーの代名詞。
華やかな香りとまろやかでスムーズな味わい。

I.W.ハーパー ゴールドメダル 7,000円
コーン比率が高い原料を醸造し、丁寧に蒸留して、理想的な環境を保った
レンガつくりの倉庫の中で6年以上熟成させる。バーボンにしては
かなり優しい味わいで口当たりもスムーズ。

ワイルドターキー8years 10,000円

カナディアンクラブ ブラック 10,000円

強烈なインパクトのあるフルボディーテイストを持ちながら、
心地よい甘さとコクが口の中で長く余韻を残す。

豊かな香りとコクのあるなめらかが特徴の8年熟成品。
気品のある繊細な口当たりが多くのファンを魅了し続けています。



テキーラサンライズ 辛い 1,000円
グレナデンシロップとオレンジジュースのグラデーションが朝焼けのように
美しい。さわやかな風味で口当たりも抜群。

レッドアイ 辛い 1,000円
2日酔いの迎え酒として有名なカクテル。飲むと体がシャキッとするような
さっぱりした味わい。レッドアイとは2日酔いでよどんだ赤い目のこと。

カンパリオレンジ 辛い 1,000円
カンパリをオレンジジュースで割ったカクテル。カンパリの苦みが
きいているので甘さが口に残らない。

マリブパイン 甘い 1,000円
ココナッツ風味のリキュールとパイナップルジュースでシェイクした
マイルドで口当たりがよいカクテルです。

ヨーグルトオレンジ 甘い 1,000円
ヨーグルトリキュールとオレンジジュースのコンビネーション。
甘くて濃厚デザートのようなカクテルです。

マダムロゼ 甘い 1,000円
高知では1般的にマダムロゼといいますが、県外ではカシスグレープと
呼ばれることが多いようです。カシスのリキュールとグレープフルーツの
定番カクテルです。

グリーンバナナミルク 甘い 1,000円
グリーンバナナリキュールとミルクの組み合わせ。ミルクがまろやかに
まとめながら、贅沢な味わいに仕上げています。

カルーアミルク 甘い 1,000円
コーヒーリキュールをミルクで割った、若い女性を中心に人気の高い
リキュールカクテル、カフェ・オレのような味わいでアルコールに弱い方でも
気軽に楽しめます。

焙煎樽仕込み梅酒 5,000円
ウイスキー樽でゆっくりと熟成。奥深い香りと
甘さひかえめの大人の味わいが特徴。

青谷の梅酒 5,000円
甘酸っぱく、まろやかな、青谷に梅林の梅を
たっぷり使い7年間熟成された極上梅酒。

ミネラル（ピッチャー） 1,000円

ウーロン茶（ピッチャー） 1,200円

生ビール 900円

アサヒ or キリン（瓶） 各900円

ギネス（瓶） 1,000円

ペプシコーラ 900円

ジンジャーエール 900円

オレンジジュース 900円

グレープフルーツジュース 900円

トマトジュース 900円
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サントリーポンパドール 各6,000円
ピーチ・オレンジ・マスカット・ライチ・グレープフルーツ・
ストロベリー・ドライレモン 6種類の味からお選びください。

アスティ チンザノ スプマンテ 6,000円
アスティ産のマスカット種でつくられたやや甘口のスパークリングワイン。
フルーティーな香りと味わいをお楽しみ下さい。

フレシネ セミセコ ロゼ 6,000円
深みのある美しいロゼカラー。いちごの風味とフレッシュな香りが
エレガントなスパークリングワインです。

ヴーヴ クリコ 17,000円
ピノ・ノアールを主体にピノ・ムニエとシャルドネが加えられ
鮮明なボディを持ちながら、さわやかな口あたりです。
小気味良い辛口の味わい。

モエ エ シャンドン 17,000円
3種類のブドウが完璧に調和し、バランスが取れたエレガントな味わい。
新鮮なフルーツと花のクリーミーでやわらかな香り。
しなやかな口当たりでバランスのよい酸のあるエレガントで繊細な味わい。
コクのある芳醇な喉越しで、後味はどこまでも新鮮で長く余韻が残ります。

ペリエ ジュエ キュヴェ ベル エポック 35,000円
グラン・クリュ種からのシャルドネ種を全体に、
わずかながらピノ･ノワールとピノ・ムニエをブレンド。
黒ぶどうが加わったことによって、エレガンスさが増し、
繊細さが生まれています。複雑で華やかな風味が魅力。

キュヴェ ドン ペリニョン 35,000円
ヴィンテージ年に選びぬかれたピノ･ノワールとシャルドネ種のみを
使ってブレンドされる。絹のようになめらかな喉越し。

キュヴェ ドン ペリニョン ロゼ 80,000円
まろやかさが広がった後、芳醇さは柔らかなタッチと
空気のニュアンスとなり。ヴァニラの軽やかなスパイスを
はっきりと感じた後、徐々に消えていきます。

表示価格は税抜き価格です。

ワイン（赤・白） 各15,000円
※おすすめのワインリストもございます。
ご希望がございましたらお申し付け下さい。


