
※ ( )内の料金にはサービス料と消費税が含まれております

ビール＆ワインBEER & WINE

ビール

キリンハートランド (生)
本日のクラフトビール

グラスワイン、グラスシャンパーニュ、日本酒

本日のグラスワイン（白）
本日のグラスワイン（赤）
農口尚彦研究所(純米)無濾過生原酒

リレブラン
スイートベルモット
フィノシェリー (ヴァルデスピノ)

Japanese Beer

Heart Land (Tap:Pilsner)

Low¯Alcoholic Beer※Alc0.5％

Non¯Alcoholic Beer

Wine, Champagne, Sake  - by the Glass -

Today’s White Wine

Today’s Red Wine

Noguchi Naohiko Sake Insutitute

Asada’s Original Sake (300ml Bottle)

Lillet Blanc

Sweet Vermouth
Fino Sherry (Valdespino)

Madeira d’Oliveiras 1912 Verdelho

Madeira d’Oliveiras 1968 Boal

現代の名工に選ばれた伝説の杜氏が創る逸品

ヴィンテージマデイラワイン～時を越えた一杯を～Old Vintage Madeira Wine

キリン零イチ ( ノンアルコール )

ドリベイラ 1968年ブアル
昭和43年 川端康成が日本人初のノーベル文学賞受賞や三億円事件など

大正元年 タイタニック号沈没事件や日本が初めてオリンピックに参加した年

 

¥3,300 (3,795)

Today’s Tap Beer

ドリベイラ 1912年ヴェルデーリョ ¥8,800 (10,120)

¥990 (1,139)

¥1,540 (1,771)

浅田純米大吟醸(３００ｍｌ小瓶)

常春の楽園とも言われるポルトガルのマデイラ島で造られているワインは
世界三大酒精強化ワインとしても有名であり歴史を愉しめる数少ないワインです

¥1,210 (1,392)

¥1,650 (1,898)

¥1,760 (2,024) 
¥1,430 (1,645)

¥1,320 (1,518) 
¥1,320 (1,518)

¥1,320 (1,518)

 

¥4,620 (5,313)

( 税サ込 )(incl. tax and service charge)

Prices in parentheses include  service charge and consumption tax.

アサヒビアリー※Alc0.5％

Champagne グラスシャンパーニュ ¥2,750 (3,163)

¥990 (1,139)
¥990 (1,139)

¥1,540 (1,771)

¥1,210 (1,392)

¥990 (1,139)

¥1,650 (1,898)

¥1,760 (2,024) 
¥1,430 (1,645)

¥1,320 (1,518) 
¥1,320 (1,518)

¥1,320 (1,518)

 

¥4,620 (5,313)

¥2,750 (3,163)

¥8,800 (10,120)

¥3,300 (3,795)



カクテルCOCKTAILS

シグニチャー・カクテル

【MATSU】 マツ（松）

【OKINA】 オキナ（竹）

【PLUMNADE】

【ICHI・ROKU・ZERO・SAN】
一六〇三 ¥1,870 (2,151)

季節のフレッシュフルーツ・カクテル

ノンアルコールでもご用意いたします ¥1,980~ (2,277~)

ノンアルコール・カクテル

サンドリヨン

フロリダサニー

ヴァージンモヒート

Signature Cocktails

PLUMNADE

1603 (ICHI.ROKU.ZERO.SAN)

Today`s Fresh Fruit Cocktails

¥1,980~ (2,277~)

Mocktail (Non¯Alcoholic)

日本酒をベースに使い巨峰や生姜を使い江戸をイメージしたカクテル

<Ｓａｋｅ,Kyoho,Blue  cuｒaçao,Ｇｉｎｇｅｒ ,Rose  confiture>

MATSU

OKINA

¥1,760 (2,024)
 <Ko-j i  Spir iｔｓ,  Mａdeira ,Pineapple ,Agavesyrup,Sansyo>

 <Sake,Muscat  l iquer ,Ｂｅｒｇａｍｏｔ,Ｍａｔｃｈａ  syrup>

 <Ｐｌｕｍ ｗｉｎｅ,Ｙｕｚｕ ｃｉｔｒｏｎ,Ａｐｐｌｅ ｊｕｉｃｅ,Ｒｅｄ ｗｉｎｅ>

麹スピリッツやパインジュース、山椒を使った新しい味わいを表現

竹取の翁が目を奪われた輝きを酒、ベルガモット、マスカット等で表現

プラムナード ～梅の散歩道～（梅）
梅酒、ゆず、リンゴジュースに赤ワインで艶やかな金沢兼六園を表現

<パイン、ローズ、ベルガモット>

<グレープフルーツ、ピーチ、クランベリー、スダチ>

ノンファジーネーブル
<オレンジ、ピーチ、ビターズ>

加賀棒茶シェカラート
<加賀棒茶、牛乳、きび砂糖>

Largoコーヒーカクテル

ラルゴマティーニ

シトロンジバナーヌ

¥1,760 (2,024)

¥1,760 (2,024)

<アイスエスプレッソ、桜尾ジン、コアントロー、シュガーシロップ>

<アイスエスプレッソ、オレンジリキュール、バナナリキュール、生クリーム>

¥1,760 (2,024)
<アイスエスプレッソ、アプリコットリキュール、オレンジ、シナモン>

UCCがこだわり抜いた豆『Largo』と BAR松のコラボレーションカクテル

ナイトオーチャード

¥1,540 (1,771)
<アイスエスプレッソ、クランベリージュース、ポップコーンシロップ>
ポップンラルゴ
〈ノンアルコールカクテル〉

<1883ラムシロップ、スペアミント、ライム、きび砂糖>

Original Ｃｏｆｆｅｅ Cocktail

Espresso Martini

Espresso Negroni

¥1,760 (2,024)

¥1,760 (2,024)

<Iced Espresso ,Japanese Gin ,Cointreau,SugerSyrup>

<Iced Espreｓｓｏ,Japanese Gin,Campari，S.Vermouth>

¥1,760 (2,024)
<Iced Espreｓｓｏ,ApricotLiquer ,Orange,CinamonSyrup>
Night Orchard

¥1,540 (1,771)
<Iced Espresso ,Cranberry,Popcorn Syrup>
Pop`n Largo
〈Coffee Mocktail (Non-Alcolic)〉

Cendri l lon

Ｆｌｏｒｉｄａ Ｓｕｎｎｙ

¥1,320 (1,518)

¥1,320 (1,518)

Ｖｉｒｇｉｎ Ｍｏｊｉｔｏ

<PineApple ,  Ｒｏｓｅｗａｔｅｒ, Ｂｅｒｇａｍｏｔ, Ｓｕｇｅｒ>

<Grapefruit ,  Peach, Cranberrｙ, Sudachicitron>

Ｎｏｎ-Ｆｕｚｚｙ Ｎａｂｌｅ ¥1,320 (1,518)
<Ｏｒａｎｇｅ,Ｐｅａｃｈ,Ａ.Ｂｉｔｔｅｒｓ,Ｓｏｄａwater>

Roasted Tea Shekerato ¥1,320 (1,518)
<RoastedTea, Milk ,  Ｓｕｇｅｒ>

¥1,540 (1,771)
<Ｒｕｍ ｓｉｒｏｐ, ＦｒｅｓｈＭｉｎｔ, Ｌｉｍｅ, Ｓｕｇｅｒ>

Chenge the price depending on the fruits.

Please Feel Free to Ask our staff

¥1,760 (2,024)
<Iced Espreｓｓｏ,ＯｒａｎｇｅＬｉｑｕｅｒ,ＢａｎａｎａＬｉｑｕｅｒ，ＦｒｅｓｈＣｒｅａｍ>
Citronge Banane

¥1,650 (1,898)
<Ｈｏｔ Ｃｏｆｆｅｅ,ＣａｓｓｉｓＬｉｑｕｅｒ，Ｃａｍｐａｒｉ,Ｏｒａｎｇｅ>
Terra Rossa (Hot Cocktail)

¥1,650 (1,898)
<ホットコーヒー、カシスリキュール、カンパリ、オレンジ>
テラロッサ ( ホット )

ラルゴネグローニ ¥1,760 (2,024)
<アイスエスプレッソ、桜尾ジン、カンパリ、スイートベルモット>

フルーツはスタッフまでお気軽にお問い合わせください

¥1,870 (2,151)

¥1,760 (2,024)

¥1,760 (2,024)

¥1,760 (2,024)

¥1,760 (2,024)

¥1,760 (2,024)

¥1,320 (1,518)

¥1,320 (1,518)

¥1,320 (1,518)

¥1,320 (1,518)

¥1,540 (1,771)

※ ( )内の料金にはサービス料と消費税が含まれておりますPrices in parentheses include service charge and consumption tax.

( 税サ込 )(incl. tax and service charge)



カクテルCOCKTAILS

ジンベース

ジントニック
ジンリッキー 
ギムレット
マティーニ
ホワイトレディ
アラスカ
ジンフィズ

ウォッカベース

ソルティドッグ
スクリュードライバー
ブラックルシアン 
モスコミュール
カミカゼ
バラライカ
ブラッディメアリー
コスモポリタン

ラムベース

ソルクバーノ
キューバリブレ
ボストンクーラー
エックスワイジー
ダイキリ
ネバダ
ピニャコラーダ
モヒート
カイピリーニャ

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,870 (2,151)

¥1,870 (2,151)

Gin Base

Gin & Tonic

Gin Rickey

Gimlet

Martini

White Lady

Alaska

Gin Fizz

¥1,430 (1,645)

¥1,430 (1,645)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

Vodka Base

Salty Dog

Screwdriver

Black Russian

Moscow Mule

Kamikaze

Balalaika

Bloody Mary

Cosmopolitan

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

Rum Base

Sol Cubano

Cuba Libre

Boston Cooler

XYZ

Daiquiri

Nevada

Pina Colada

Mojito

Caipirinha

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,870 (2,151)

¥1,870 (2,151)

¥1,430 (1,645)

¥1,430 (1,645)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

※ ( )内の料金にはサービス料と消費税が含まれておりますPrices in parentheses include service charge and consumption tax

( 税サ込 )(incl. tax and service charge)



カクテルCOCKTAILS

テキーラベース

エルディアブロ 
ストローハット
パロマ
テキーラサンライズ
マタドール
マルガリータ 
ブロードウェイサースト
トミーズマルガリータ

リキュール＆ワインベース

カシスオレンジ
カンパリソーダ
オーガスタセブン
ヴァレンシア
スプリッツァー
マデイラトニック
バンブー
ワインクーラー

ブランデー＆ウィスキーベース

ラスティネイル
ゴッドファーザー
マンハッタン
キングスヴァレー
オールドファッションド
フレンチコネクション
サイドカー
アレキサンダー
ジャックローズ

¥1,760 (2,024)

¥1,760 (2,024)

¥1,870 (2,151)

¥1,870 (2,151)

¥1,980 (2,277)

¥1,870 (2,151)

¥1,980 (2,277)

¥1,980 (2,277)

¥1,980 (2,277)

Tequila Base

El Diablo

Straw Hat

Paloma

Tequila Sunrise

Matador

Margarita

Broadway Thirst

Tommy’s Margarita

¥1,430 (1,645)

¥1,430 (1,645)

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,760 (2,024)

Liqueur & Wine Base

Cassis Orange

Campari Soda 

Augusta 7

Valencia

Spritzer

Madeira & Tonic

Bamboo

Wine Cooler

¥1,430 (1,645)

¥1,430 (1,645)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,430 (1,645)

¥1,430 (1,645)

¥1,650 (1,898)

¥1,760 (2,024)

Brandy & Whisky Base

Rusty Nail

Godfather

Manhattan

King’s Valley

Old Fashioned

French Connection

Sidecar

Alexander

Jack Rose

¥1,760 (2,024)

¥1,760 (2,024)

¥1,870 (2,151)

¥1,870 (2,151)

¥1,980 (2,277)

¥1,870 (2,151)

¥1,980 (2,277)

¥1,980 (2,277)

¥1,980 (2,277)

¥1,430 (1,645)

¥1,430 (1,645)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,430 (1,645)

¥1,430 (1,645)

¥1,650 (1,898)

¥1,760 (2,024)

¥1,430 (1,645)

¥1,430 (1,645)

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,650 (1,898)

¥1,760 (2,024)

( 税サ込 )(incl. tax and service charge)

※ ( )内の料金にはサービス料と消費税が含まれておりますPrices in parentheses include service charge and consumption tax



ウィスキーWHISKY

プレミアム国産ウィスキー     ※1杯30ml (ハーフ15mlも承ります)

シングルモルト余市
響 ブレンダーズチョイス
山崎 18年
富士山麓シグネチャーブレンド
厚岸蒸溜所 各種
三郎丸蒸留所 各種
安積蒸溜所 各種

¥1,650 (1,898)

¥2,200 (2,530)

¥4,400 (5,060)

¥1,760 (2,024)

¥2,420~ (2,783~)

¥1,980~ (2,277~)

¥1,980~ (2,277~)

Premium Japanese                             ※1Glass 30ml

 

Single Malt Yoichi
Hibiki Blender’s Choice 
Yamazaki18y
Fujisanroku Signature Blend
Akkeshi 
Saburomaru
Asaka

¥1,650 (1,898)

¥2,200 (2,530)

¥4,400 (5,060)

¥1,760 (2,024)

¥2,420~ (2,783~)

¥1,980~ (2,277~)

¥1,980~ (2,277~)

国産ウィスキーJapanese

竹鶴 25年
深く、美しく、煌めく、秀麗の25年

響 30年
世界に誇る最高傑作のブレンデッドウイスキー

Taketsuru 25年
Challenge to further heights

Hibiki 30y
Japanese best of best Blended whisky

その他にも多数ご用意がございますのでバーテンダーまでご相談ください

                数量限定品が品切れの際はご容赦願います

Please contact the bartender as there are many others available.

¥16,500 (18,150)

¥22,000 (25,300)

¥16,500 (18,150)

¥22,000 (25,300)

※ ( )内の料金にはサービス料と消費税が含まれておりますPrices in parentheses include  service charge and consumption tax

余市 Limited Edit ion2019
一瞬のような、永遠のような、50年の物語

Ｙｏｉｃｈｉ Limited Edit ion2019
Nikka Miyagikyo,５０ｔｈ anniversary,s ince 1969

¥39,600 (45,540)¥39,600 (45,540)

富士2022 マスターピース
キリン御殿場蒸溜所珠玉の代表作

Fuji2022 Master Piece
Representative ｗｏｒｋ of Gotenba dist i l lery

    ¥5,940 (6,831)   ¥5,940 (6,831)



ウィスキー（スコッチ）WHISKY (SCOTCH)

シングルモルト 「スペイサイド＆ハイランド」

グレンリベット 12年
マッカランシェリーカスク 12年
マッカランシェリーカスク 18年

¥1,430 (1,645)

¥1,980 (2,277)

¥4,180 (4,807)

¥1,540 (1,771)グレンモーレンジ オリジナル

シングルモルト 「アイランズ」

タリスカー 10年
ハイランドパーク ヴァルキリー
アラン 18年

¥1,540 (1,771)

¥1,760 (2,024)

¥2,200 (2,530)

シングルモルト 「アイラ」

ラフロイグ 10年
ラガヴーリン 16年
ボウモア 12年　

¥1,430 (1,645)

¥1,760 (2,024)

¥1,430 (1,645)

Single Malt  ¯Speyside¯

The Glenlivet 12y

The Macallan 12y

The Macallan 18y

¥1,430 (1,645)

¥1,980 (2,277)

¥4,180 (4,807)

¥1,540 (1,771)Glenmorangie Original

Single Malt  ¯Islands¯

Talisker 10y 
Highland Park Valkyrie

Arran 18y

¥1,540 (1,771)

¥1,760 (2,024)

¥2,200 (2,530)

Single Malt  ¯Islay¯

Laphroaig 10y
Lagavulin 16y
Bowmore 12y

ブレンデッド・スコッチ

デュワーズ 12年
シーバスリーガル 18y
シーバスリーガル アルティス
オールドパー 12年
ロイヤルハウスホールド
バランタイン 17年
バランタイン 30年

¥1,320 (1,518)

¥1,650 (1,898)

¥2,200 (2,530)

¥1,430 (1,645)

¥4,400 (5,060)

¥1,870 (2,151)

¥9,900 (11,385)

Blended Scotch

Dewar’s 12y

Chivas Regal 18y

Chivas Regal Ultis

Old Parr 12y

Royal Household

Ballantine’s 17y

Ballantine’s 30y

¥1,320 (1,518)

¥1,650 (1,898)

¥2,200 (2,530)

¥1,430 (1,645)

¥4,400 (5,060)

¥1,870 (2,151)

¥9,900 (11,385)

その他にも多数ご用意がございますのでバーテンダーまでご相談ください

                数量限定品が品切れの際はご容赦願います

Please contact the bartender as there are many others available.

※ ( )内の料金にはサービス料と消費税が含まれておりますPrices in parentheses include service charge and consumption tax

¥1,430 (1,645)

¥1,760 (2,024)

¥1,430 (1,645)



ウィスキーWHISKY

アメリカン&カナディアン

ジャックダニエル
メーカーズマーク
ウッドフォードリザーブ
ワイルドターキー 13年
ブッカーズ
フォアローゼス プラチナ
ヘヴンヒル9年 ストレートコーン

カナディアンクラブ ブラック

¥1,320 (1,518)

¥1,320 (1,518)

¥1,540 (1,771)

¥1,650 (1,898)

¥1,760 (2,024)

¥1,980 (2,277)

¥2,200 (2,530)

¥1,430 (1,645)

アイリッシュ

ミドルトンベリーレア

American&Canadian

Jack Daniel’s
Maker’s Mark
Woodford Reserve
Wild Turkey 13y
Booker’s 
Four Roses Platinum
Heaven Hill 9y Straight Corn

Canadian Club Black

¥1,320 (1,518)

¥1,320 (1,518)

¥1,540 (1,771)

¥1,650 (1,898)

¥1,760 (2,024)

¥1,980 (2,277)

¥2,200 (2,530)

¥1,430 (1,645)

Irish

Midleton Very Rare

 

ウォーターフォード ¥1,650 (1,898)

¥3,850 (4,428)

Water Ford ¥1,650 (1,898)

¥3,850 (4,428)

 

※ ( )内の料金にはサービス料と消費税が含まれておりますPrices in parentheses include service charge and consumption tax



ブランデーBRANDY

コニャック＆アルマニャック

レミーマルタンVSOP
ジェラス 30年
ヘネシーXO

¥1,540 (1,771)

¥2,860 (3,289)

¥3,080 (3,542)

カルバドス

ブラー グランソラージュ
弘前アップルブランデー
クールドリヨン 25年

¥1,540 (1,771)

¥1,760 (2,024)

¥3,300 (3,795)

マール＆グラッパ＆フルーツブランデー

マールドシャンパーニュ
ベルタ オルトレ イル ヴァッロ
ノニーノグラッパ フラゴリーノ

¥1,540 (1,771)

¥1,760 (2,024)

¥3,300 (3,795)

Cognac & Armagnac

Remy Martin VSOP

Gelas 30y

Hennessy XO

¥1,540 (1,771)

¥2,860 (3,289)

¥3,080 (3,542)

Calvados

Boulard 

Nikka Hirosaki Apple Brandy

Coeur De Lion 25y

¥1,540 (1,771)

¥1,760 (2,024)

¥3,300 (3,795)

Marc & Grappa & Fruit Brandy 

Marc de Champagne

Berta Oltre ll Vallo

Nonino Grappa Fragolino

¥1,540 (1,771)

¥1,760 (2,024)

¥3,300 (3,795)

※ ( )内の料金にはサービス料と消費税が含まれておりますPrices in parentheses include service charge and consumption tax



スピリッツSPIRITS

ジン

ビーフィーター
ボンベイサファイア
タンカレージン
タンカレーNo.10
桜尾
六-ロク-
ニッカ カフェジン
養命酒製造 香の森

¥1,210 (1,392)

¥1,210 (1,392)

¥1,210 (1,392)

¥1,430 (1,392)

¥1,320 (1,518)

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

ウォッカ

ズブロッカ
ツムギ
グレイグース
シロック
サントリー白
ニッカカフェウォッカ

¥1,210 (1,331)

¥1,320 (1,452)

¥1,430 (1,573)

¥1,540 (1,694)

¥1,540 (1,694)

¥1,540 (1,694)

ラム

テキーラ

Gin

Beefeater 47°

Bombay Sapphire

Tanqueray Gin

Tanqueray No. Ten

Sakurao Standard(Japanese) 
Roku Gin(Japanese) 
Nikka Coffey Gin(Japanese) 
Kanomori(Japanese) 

Vodka

Zubrowka

Tumugi

Grey Goose

Ciroc

Haku(Japanese)
Nikka Coffey Vodka(Japanese)

¥1,210 (1,392)

¥1,320 (1,518)

¥1,430 (1,645)

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

Rum

Tepuila 

その他クラフトジンも多数ご用意がございますのでバーテンダーまでご相談ください
Please contact the bartender as there are many others available.

バカルディホワイト
ハバナクラブ 7年
ウェーバーハウス(カシャーサ)
ロンサカパ 23年
ロングポンド 16年八咫烏

¥1,210 (1,392)

¥1,320 (1,518)

¥1,430 (1,645)

¥1,540 (1,771)

¥2,420 (2,783)

Bacardi Superior

Havana club 7y

Weber Haus Organic Cachaça

Ron Zacapa 23y

Long Pond 16y 

¥1,210 (1,392)

¥1,320 (1,518)

¥1,430 (1,645)

¥1,540 (1,771)

¥2,420 (2,783)

¥1,210 (1,392)

¥1,210 (1,392)

¥1,210 (1,392)

¥1,430 (1,392)

¥1,320 (1,518)

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

¥1,540 (1,771)

※ ( )内の料金にはサービス料と消費税が含まれておりますPrices in parentheses include service charge and consumption tax

エラドゥーラ プラタ
パトロンシルバー
ドンフリオアネホ
クエルボレゼルバ・ド・ラ・ファミリア

¥1,320 (1,518)

¥1,540 (1,771)

¥1,870 (2,151)

¥2,750 (3,163)

Herradura Plata

Patrón Silver

Don Julio Añejo

Cuervo Reserva de la Familia

¥1,320 (1,518)

¥1,540 (1,771)

¥1,870 (2,151)

¥2,750 (3,163)

 


