
hiskyW (ハイボールorオンザロックor水割り、お湯割り)

２００年以上の歴史を誇る
世界売上Ｎｏ.1（※）バーボン。
高品質の原料を用い、秘伝の製法
によって作られるその味わいは
どこまでもなめらかでマイルドです。

ジムビームジムビーム 450円450円

メガハイボールメガハイボール

通常の容量約2倍で

　　　　　　　価格は1.5倍! !通常の容量約2倍で

　　　　　　　価格は1.5倍! !お得お得
680円680円

ライ麦由来のスパイシーで重厚な味わいながらも、
心地よい甘さとコクの繊細なバランスが特徴です。

ワイルドターキー８年 480円

香り高く、すっきりと飲みやすく、マイルドでスムースな味わい。
カナディアンクラブ 460円

ケンタッキー州で作られる規定条件を満たしたウイスキーをバーボンと呼びます。
樽の香り豊かなバーボンは香ばしい料理との相性が抜群です。
ケンタッキー州で作られる規定条件を満たしたウイスキーをバーボンと呼びます。
樽の香り豊かなバーボンは香ばしい料理との相性が抜群です。

5大ウイスキーのなかで、最もライトな酒質が特長のカナディアンウイスキー。2種類の
グレーンウイスキーをブレンドしてつくる、カナディアンブレンデッドウイスキーが主流です。

AMERICAN WHISKY

CANADIAN WHISKY

サントリー　角瓶 480円
愛され続けるおいしさ。飲み飽きない、爽快な味。

多種多様な原酒をつくり分け、それを日本人の感性でブレンドするジャパニーズウイスキー。
日本特有の繊細さと優美さを持つウイスキーとして、世界的に高い評価を受けています。

JAPANESE WHISKY

メーカーズマークメーカーズマーク
１本１本、人の手で丁寧に造られている
クラフトバーボンです。
この丁寧な作りが、「華やかな
香り」と「やさしくまろやかな
味わい」を生み出します

１本１本、人の手で丁寧に造られている
クラフトバーボンです。
この丁寧な作りが、「華やかな
香り」と「やさしくまろやかな
味わい」を生み出します

500円500円

※2017年販売数量（IMPACT　NEWSLETTER　February　1&15　2018号より）



WORLD WHISKYWORLD WHISKY
世界5大ウイスキー世界5大ウイスキー

スコットランド、アイルランド、アメリカ、カナダ、日本。この5ヶ国が世界的なウイスキー

生産国として知られ、「5大ウイスキー」と呼ばれています。国や国土、製造法が違えば、

味も香りも驚くほど異なる、ウイスキーの奥深い世界をお楽しみください。

カナディアンウイスキー

カナディアンウイスキー

アメリカンウイスキー

ワイルドターキー8年

アメリカンウイスキー

ジムビーム

ジャパニーズウイスキー

角瓶

スコッチウイスキー

バランタイン ファイネスト

独特のスモーキーフレーバーを持つアイラモルトの
中でも個性の強いスモーキーフレーバーが特長です。

ラフロイグ 530円

世界中で愛されるスタンダードスコッチの定番。
４０種類以上の原酒を巧みにブレンド。 豊かで
なめらかな味わいが特長です。

バランタイン ファイネスト 460円

「ライトピーテッドの爽やかスモーキーフレーバー」
は、 甘い香りの中に繊細なピート香とクリーミーな
バニラ香のスパイシーさも潜んでいます。

アードモア 480円

１２年物はボウモアの代表的存在です。
ドライなスモーキー感とやわらかな
フルーティー感の調和が見事にとれています。

ボウモア１２年 500円

スコッチウイスキー

ザ・マッカラン
ファインオーク１２年

スコッチウイスキー

ラフロイグ

スコッチウイスキー

ボウモア１２年

スコッチウイスキー

アードモア

アイリッシュ
　ウイスキー

カネマラ

ピートのアロマに加え、フルーティーな香りが際立ち、
スムーズでありながら複雑な味わいが魅力です。

カネマラ 550円

世界で最も生産量が多いウイスキー。麦芽を乾燥させる際に使うピート
（泥炭）の香りが印象的で、スモーキーなフレーバーが特徴です。

SCOTCH WHISKY

アイルランドは“ウイスキー発祥の地”と言われています。他のウイ
スキーと比べて熟成期間が短く、軽やかな味わいが特徴です。

IRISH WHISKY



eerB

ザ・プレミアム・モルツザ・プレミアム・モルツ

フルーティーな味わいと、

爽やかな香りで、どんな

料理とも相性ぴったりです。

フルーティーな、フルーティーな、
プレモルプレモル

香るエール《生》香るエール《生》

ジョッキ
グラス
ピッチャー

520円

380円

1,750円

中瓶
ザ・プレミアム・モルツ

550円

ギネス・エクストラ・
スタウト

（アイルランド） 

Ｇｕｉｎｎｅｓｓ Ｅｘｔｒａ Ｓｔｏｕｔ

630円

コロナ・エクストラ
（メキシコ）

Corona　Extra 600円

マスターズドリーム生
ザ・プレミアム・モルツ

680円

ハイネケン
（オランダ）

Heineken 550円

《黒ビール》 《白ビール》

醸造家が目指した、夢のビールの味わい。
それは、幾重にも重なり広がる、多重奏なうまさでした。

コク、苦み、甘み、香り、余韻。
ビールに求めるいくつもの味わいが、飲み始めから
飲み終わった後まで、波のように押し寄せます。

じっくりと味わってください。

醸造家が目指した、夢のビール

オス
スメ
オス
スメ

500ml入ってお得!!500ml入ってお得!!

お得ジョッキ　お得ジョッキ　昭和の昭和の
600円600円



『フルーツジャー』 まるでデザートみたいに

食べるカクテル

とまとまオレンジ
ざく切りトマトとオレンジの絶妙コンビ！

680円

キウイモヒート
モヒートとキウイはめちゃくちゃ合う！

680円

カシスオレンジ

カシスグレープフルーツ

ピーチ de ココ（桃＆ナタデココ）

マンマンマンゴー（マンゴー三昧）

トロピカル（ブルー＆パイン＆ナタデココ）

680円

680円

730円

730円

750円

hochu&SodaS 酎ハイ

ライムサワー

カルピスサワー

生グレープフルーツサワー

キウイコラーゲンサワー

白ぶどうコラーゲンサワー

450円

450円

500円

450円

450円

こだわり酒場
レモンサワー

450円

ruit JarF 食べるフルーツカクテル



Sangria

《梅酒》

果実酒

ロック ・ ソーダ ・水割り ・ お湯割り

自家製サングリア

自家製サングリア

サングリアとは、赤ワインをベースにフルーツで
ほんのり甘くしたスペイン・アンダルシア地方の飲み物。
数種類のフルーツを一晩漬け込み香りをつけることによって、
果物の香りと柔らかな甘さ、そしてKURO-TENオリジナル
レシピにより甘くて軽い飲み口になっていますので、
お酒の苦手な方にもオススメです。

サングリアとは、赤ワインをベースにフルーツで
ほんのり甘くしたスペイン・アンダルシア地方の飲み物。
数種類のフルーツを一晩漬け込み香りをつけることによって、
果物の香りと柔らかな甘さ、そしてKURO-TENオリジナル
レシピにより甘くて軽い飲み口になっていますので、
お酒の苦手な方にもオススメです。

グラス

デキャンタ

480円

1,200円

角玉梅酒

すっぱい梅酒

完熟にごり梅酒

フルフル完熟マンゴー梅酒

500円

500円

500円

500円

角玉梅酒

すっぱい梅酒

完熟にごり梅酒

フルフル完熟マンゴー梅酒

《つぶつぶみかんのお酒》

梅乃宿あらごしみかん 500円

《ゆずのお酒》
鶴梅ゆず 500円

ruit WineF

冬はホットもおすすめですよ



ジャパニーズジン

ALL550 円

ALL550 円

カシスパイン
カシスオレンジ
カシスソーダ
カシスウーロン
カシスミルク
スクリュードライバー
ライチソーダ
ライチオレンジ
ライチグレープ
ライチパイン
マリブパイン
  （ココナッツリキュール）

マンゴーパイン
マンゴーオレンジ
マンゴーミルク
カンパリソーダ
カンパリオレンジ
カルーアミルク
カルーアウーロン
ピーチフィズ
ファジーネーブル
ピーチパイン
ピーチウーロン

ジントニック

ジンバック

モスコミュール

モヒート

シャンディガフ

レッドアイ

apanese jinJ

カクテルocktailC

翠ソーダ

翠緑茶割

翠烏龍茶割

ジャパニーズジン

480円

550円

550円



ho-chuS 焼酎

akeS 日本酒

《芋焼酎》 黒　丸 グラス

720mlボトル

400円

2,900円

《麦焼酎》

富乃宝山 グラス

720mlボトル

460円

3,500円

吉兆宝山 グラス

720mlボトル

460円

3,500円

きろく グラス 400円

不二才 グラス 460円

萬　膳 グラス 600円

魔　王 グラス 840円

それから グラス

720mlボトル

380円

2,700円

長龍 上撰 （燗or冷） １合
２合

370円

730円

《黒糖焼酎》 朝日 壱乃醸 グラス 510円

《泡盛》 残　波 グラス 500円

中　々 グラス

720mlボトル

450円

3,500円

吾　空 グラス 450円

兼八 グラス 480円

百年の孤独 グラス 980円



on-AlcoholN

oftdrinkS

《ノンアルコールカクテル》

お酒が飲めない方も
楽しめるカクテル !!!

ノンアルコール

ソフトドリンク

オレンジデイズ（マンゴー＆オレンジなど）

ビーチ（ブルー＆グレープなど）

エデン（マンゴー＆パイン）

オロナミンM（ジンジャー＆マンゴー）

アクア（ブルー＆カルピスソーダ）

オールブルー（ブルー＆トニック）

プリティウーマン（イチゴ＆グレープフルーツ）

500円

500円

450円

480円

450円

450円

450円

ウーロン茶
コーラ
ジンジャーエール（辛口）

カルピス

300円

350円

350円

300円

オレンジジュース 果汁１００

グレープフルーツジュース 果汁１００

パイナップルジュース 果汁１００

マンゴージュース 果汁１００

トマトジュース　

300円

300円

350円

350円

350円

《ノンアルコールビールテイスト飲料》

サントリー　オールフリー
400円

ノンアルコールでしかもカロリーゼロ、
糖質ゼロ！※プリン体ゼロ。※※
※栄養表示基準による。
※※100ｍｌあたりプリン体0.5ｍｇ未満をプリン体0と表示。



 

 

赤ワインリスト

メナージュ・ア・トロワ　ピノ・ワール
（アメリカ／カリフォルニア）

熟したベリー類のしっかりとした果実味とバランスの取れた酸味。
赤い花のニュアンスを少々長めの余韻で楽しるワイン。

ミディアムボディ・高級感のある酸味を含んだ中辛口

グラス ボトル760 3,800円 円

ダークホース ビックレッドブレンド
（アメリカ／カリフォルニア）

濃厚で豊かなコクを楽しめる味わいを実現するため、土地の気候・土壌
（テロワール）にこだわらずに、世界中から選び抜いたぶどう品種をブレンド

フルボディ・“濃い旨”フルボディワイン

ボトル 3,200円

プエルタ・デ・アルカラ テンプラニーリョ
（スペイン／マドリット）

黒いベリー類のアタックとコーヒー、スパイス、バニラの含みがあり、
がっしりとした渋みと酸味が続き力強い余韻を楽しめるワイン。

フルボディ・パワフルな渋みの辛口

グラス ボトル720 3,600円 円

パスカル・トソ　カベルネ・ソーヴィニヨン
（アルゼンチン／メンドーサ）

バニラ、チョコレート、チェリー、タバコのニュアンスとフレッシュなベリー類の少々
甘みを含んだボリューム感が絶妙の黒天のソムリエお気に入りワイン。

ミディアムボディ・濃縮果実の甘みの辛口

グラス ボトル680 3,400円 円

ドーディチ・エ・メッツォ ネグロアマーロ
（イタリア／プーリア）

濃縮された果実のボリューム感ある甘みとまろやかなタンニンの
バラスが絶妙、バニラの香りを思わせるワイン。

ミディアムボディ・バニラの甘みを感じる辛口

グラス ボトル600 3,000円 円

ヴィーニャ・エラスリス　カルメネール
（チリ／アコンカグア）

黒系の果実の香りに黒コショウ、オークに起因するトースト香。
しなやかで洗練され、ベルベットのようなタンニンを感じられるワイン。

ミディアムボディ・洗練された渋みの辛口

グラス ボトル640 3,200円 円

オス
スメ



 白ワインリスト

イタリア・シチリア島から
スパークリングワイン

クラシック ノジオラ ラヴィス
（イタリア／トレンティーノ・アルト・アディジェ州）

グレープフルーツやヘーゼルナッツの清涼感のあるアロマ。
柔らかいアタックでフレッシュな酸とミネラル感があり立体的な味わい。

シャープ&ドライな辛口

グラス ボトル720 3,600円 円

ダークホース シャルドネ
（アメリカ／カリフォルニア）

シャルドネをベースに、リッチでコクがあり酸味の少ないぶどう品種
ヴィオニエとゲヴュルツトラミネールをブレンド。

辛口・もっちりボディの“濃い旨”ワイン

ボトル 3,200円

 

イル・ポッジョ　スプマンテ・ブリュット

柑橘系の果実の香りやドライハーブなどフレッシュなアロマが広がり、豊かな
果実味とミネラル感のバランスに優れ、きれいな酸が全体を引締めています。
きめ細やかな泡が心地よい、品のある味わいに仕上ったスプマンテ。

キレのある辛口

ボトル 3,200円

パスカル・トソ　シャルドネ
（アルゼンチン／メンドーサ）

イチジクや洋ナシのニュアンス、トロピカルフルーツやパイナップルなどの
香りとバターのような含み、そしてスモーキーな余韻を楽しめるワイン。

クリーミーでスモーキーな辛口

グラス ボトル680 3,400円 円

ドーディチ・エ・メッツォ　マルヴァジア
（イタリア／プーリア）

レモンやグレープフルーツのような心地よい酸味と豊かな果実味が
バランス良く、魚介料理によく合うワイン。

フレッシュでライトな辛口

グラス ボトル600 3,000円 円

ドラーテン・ツェラー・シュヴァルツェ・カッツ
（ドイツ／モーゼル）

ほんのり甘口でまろやか。やさしい味わいのワイン。

爽やかなやや甘口

グラス ボトル560 2,800円 円

ヴィーニャ・エラスリス　ソーヴィニヨン・ブラン
（チリ／アコンカグア）

グレープフルーツ、ライム、ハーブの香りとドライな味わい。
ある意味日本酒よりも和食に合わせられるワイン。

フルーティでドライな辛口

グラス ボトル640 3,200円 円

オス
スメ



ボトル 円

せっかくボトルで飲むなら特別な一本を・・・

フランスのブルゴーニュ地方から

シャブリ / ドメーヌ・デ・マランド 2017

バラの花のような香りもあり、上品でデリケート。クリーンでピュア、艶やかな
酸とミネラルに富む可憐な果実味。透明感がある美しく伸びやかな味わい。
溌剌とした鮮度感と共に、ソフトな　質感もあり、エレガントで柔和な印象、
絶妙なバランスを保つ。

辛口

6,100

ピュリニーモンラッシェ/ 
ドメーヌ・デ・テール・ドウ・ヴェル　2017

アロマティックで透明度の高い果実味。シトラスに続いて、白い花の香り。
口の中を引き締めるような酸味と新鮮なミネラルと共に、十分な奥行き、
余韻も安定して長い。

辛口

ボトル13,500円

ヴォーヌ・ロマネ / 
ドメーヌ・ファヴリス・ヴィゴ　2015

甘く、酸も適度にしっかりあり、澄み渡ったくっきりした味わい。
洗練され、シルキーな口当たり。

ミディアムボディ

ボトル14,300円

ボトル 円

フランスのボルドー地方から

華やかな香りと、シルキーかつクリーミーな口当たりの良いタンニン。

シャトー・ル・クロック / 
キュヴァリエ・ファミリー　2012
フルボディ

11,600

①

②

④

⑤



ボトル 円

オレンジ色の反射を持つルビーレッドをしており、白コショウや革、煙草などの

複雑な香りを持ちます。力強さとエレガントさを併せ持つ品の良いタンニンと

心地よい酸が調和をもたらします。

バローロ　DOCG(DOP) /トレ・ドンネ
フルボディ

8,400

アルプス山脈の麓、ピエモンテ州クーネオ県のアル

バから東北東に車で走って約15分程度、バルバレス

コの生産地として名高い、ネイヴェにたどりつきます。ト

レ・ドンネ社は、ここに僅か16ヘクタールの土地を所

有しています。強い個性を魅せるこの土地は、４世代に

渡りレクイオ家が守り続けてきました。歴史的にも価値

のあるこの大地から穫れるぶどうを使って、歳月をかけ、

威厳のある赤と、洗練された白を醸造しています。

ボトル 円

美しいガーネットの色調。フルーツジャム、スミレのドライフラワー、スパイスの
香り。しっかりとしたタンニンを感じるが、旨みがあり品が良く、全体的にバランス
良くまとまっており、心地よい余韻につながる。

バルバレスコ DOCG(DOP /トレ・ドンネ
フルボディ

7,400

⑥

⑦


