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LIGHTLIGHT

大那 特別純米
Daina tokubetsu-junmai

glass glass 750750
1合 1合 1,1001,100

bottle bottle 4,2004,200

STANDARD

A clear Japanese sake refined with 
the natural wealth of the surrounding area.

大いなる那須の大地の恵みが育んだ
手作りの清酒です

glass glass 900900
1合 1合 1,3001,300

bottle bottle 4,6004,600

SPECIAL

田中六五 純米
Tanaka65 junmai

This well-balanced sake with its very subtle umami 
manages to stand out from other sake without being
too out of the norm. 
A simple sake that pairs well with any dish.

丸みのある味わいで、優しい旨味もしっかりと感じる。
個性の強いタイプではないけれどスタンダードに
王道を行く、お料理と相性の良い
「懐の深い味わい」です

PREMIUM

醸し人九平次 Le K・RENDEZ-VOU
Kamoshibito-kuheiji le rendez-vou

glass glass 1,1001,100
1合 1合 1,5001,500

bottle bottle 5,8005,800

This fruity sake greets you with its tropical and
exotic aroma and sharp acidity yet balances
out with its clean aftertaste.

トロピカルでエキゾチックな果実の香り。
酸はフレッシュで、複雑ながら抜けるような
透明感があります

爽やか / 軽やか爽やか / 軽やか
みずみずしい美味しさみずみずしい美味しさ

STANDARD

石鎚 純米吟醸 緑ラベル
Ishizuchi junmai-ginjo

Green label

glass glass 750750
1合 1合 1,1001,100

bottle bottle 4,2004,200

Sharp and well balanced ginjo

さわやかな吟醸香、きめ細やか味わいと
きれいな酸、切れよく後味さわやかです

SPECIAL

木戸泉 特別純米 DEEP GREEN
Kidoizumi tokubetsu-junmai deep green

glass glass 900900
1合 1合 1,3001,300

bottle bottle 4,6004,600

Built on a strong umami and acidity, 
after fermentation, this balances out after
fermentation to a well-rounded smooth sake.

腰の強い旨みと強い酸はありますが、熟成によって
それが丸みを帯び、力強いだけではなく、
バランスの良い味わいとなっています

王祿 渓 純米吟醸 本生
Oroku kei junmai-ginjo

glass glass 1,1001,100
1合 1合 1,5001,500

bottle bottle 5,8005,800

PREMIUM

Crystal clear flavor that flows straight through you

渓流を思わせるラベル通りの滑らかさ、
みずみずしさが命の繊細なお酒です

MODERNMODERN

RICHRICH

フルーティ / ジューシーフルーティ / ジューシー
楽しくポップな新世界楽しくポップな新世界

日置桜 生酛純米 玉栄
Hiokizakura kimoto junmai

glass glass 900900
1合 1合 1,3001,300

bottle bottle 4,6004,600

SPECIAL

Complex and multi-layered flavor that starts tart,
smoothes out, and leave a sweet aftertaste

きれいな酸があるのでキレも抜群、口に含むと
旨味が多重的に折り重なる複雑な味わいです

神亀 ひこ孫 純米吟醸
Shinkame hikomago junmai-ginjo

glass glass 1,1001,100
1合 1合 1,5001,500

bottle bottle 5,8005,800

PREMIUM

Punch to the gut of acidity and umami

熟成香と旨味、酸味がなんとも言えない。
力強い味わいです

CLASSICCLASSIC

RICHRICH

お米の味をぐっと味わえる王道お米の味をぐっと味わえる王道
濃醇な一杯濃醇な一杯

鷹来屋 純米生酒85
Takakiya junmai-namasake85

glass glass 900900
1合 1合 1,3001,300

bottle bottle 4,6004,600

SPECIAL

Solid balance of Umami and sharpness

自家栽培の山田錦を必要以上に磨かず、
85％精米で仕込んだ純米酒です。
スッキリと軽快なお酒に仕上げています。

STANDARD

glass glass 750750
1合 1合 1,1001,100

bottle bottle 4,2004,200

喜久酔 特別純米
Kikuyoi tokubetu junmai

The well-rounded umami and tartness of this
sake is a stand-out in our sake menu.

ふわっとした丸みのある旨味で程よくキレもあるお酒です

CLASSICCLASSIC

LIGHTLIGHT

丹沢山 麗峰
Tanzawasan reihou

glass glass 1,1001,100
1合 1合 1,5001,500

bottle bottle 5,8005,800

PREMIUM

Full bodied Umami that goes down smooth

綺麗で滑らかですがしっかりとした旨味が
優しく広がるお酒です

和のムード漂う和のムード漂う
凛としたキレのある旨さ凛としたキレのある旨さ

STANDARD

群馬泉 純米吟醸 淡緑
Gunmaizumi junmai-ginjo usumidori

glass glass 750750
1合 1合 1,1001,100

bottle bottle 4,2004,200
This sake is said to be made using the famous
“Gunma youth water,” resulting in an acidity 
that can be enjoy chilled or at room temperature.

酒造好適米「群馬若水」を使用して、山廃独特の
酸味を押さえつつ、冷からぬる燗まで楽しめます

DRINK

当店の表示価格は全て税別価格です。 

別途消費税がかかります 



DRINK

アサヒ 熟撰
Asahi jukusen

750 キリン ハートランド
Kirin heartland

750

サッポロ 赤星
Sapporo akaboshi

750 サントリー プレミアムモルツ
Suntor y premium malts

750

BEER麦酒

SHOCHU焼酎

小牧 <シルバー（芋）/ブロンズ（芋）>
Komaki <silver(potato) / bronze(potato)>

700

朝日 <飛乃流（黒糖）/壱乃醸（黒糖）>
Asahi <hinor yu(brown sugar) /iichinojo(brown sugar)>

700

佐藤 <白（芋）/黒（芋）/茶（麦）>
Sato <shiro(potato) / kuro(potato) / cha(wheat)>

700

JAPANESE WHISKYウイスキー
余市
Yoichi

600

宮城峡
Miyagi-kyo

600

竹鶴
Taketsuru

600

PLUM WINE梅酒 AWAMORI泡盛
鶴梅 <すっぱい/完熟>
Tsuruume <suppai / kanjuku>

700 カリー春雨
Kari-harusame

700

WINEワイン

グラスアルガブランカ･クラレーゼ
Arugabranca clareza

glass 800 / bottle 4,800

WHITE

glass 800 / bottle 4,800アルガーノ･クラン
Arugano clan

RED

ZAKBARAN 柚子レモンサワー
Z AKBARAN YUZU LEMON SOUR

800

ZAKBARAN
RECOMMENDATION

名物ざっくばらん
サワー

TEA & COFFEEお茶とコーヒー
煎茶 （HOT/ICED）
Sencha (Hot / Iced)

500 650抹茶ミルク （HOT/ICED）
Matcha milk (Hot / Iced)

500ほうじ茶 （HOT/ICED）
Roasted green tea (Hot / Iced)

抹茶ソイミルク （HOT/ICED）
Matcha soy milk (Hot / Iced)

650 抹茶フロート
Matcha float

750グリーンティーライムソーダ
Green tea lime soda

650

コーヒー （HOT/ICED）
Drip coffee (Hot / Iced)

500

SOFT DRINKソフトドリンク
三ツ矢サイダー
Mitsuya cider

500 ウィルキンソンソーダ
Wilkinson soda

450 オレンジジュース
Orange juice

550

アクアパンナ
Acqua panna

800 サンペリグリノ
S.Pellegrino

800 ウィルキンソン
ジンジャーエールドライ
Wilkinson ginger ale

550

当店の表示価格は全て税別価格です。 別途消費税がかかります 


