
夏のコース

※ ２～８名様にて承ります。※ 表示価格はお一人様・税込みとなります。
※ 仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。※ 写真はイメージです。

  0303 -  - 3713719 - 99 - 916161ご予約・ご相談

『  桂花（けいか）』       11,000 円

旬の冷菜七種
フカヒレの姿煮
夏野菜と大海老、帆立の塩炒め
牛ヒレ肉のステーキ  バーベキューソース

創業52周年記念コース創業52周年記念コース

52周年の感謝を込めたお料理９皿
フカヒレの姿煮は手間暇かけた極上の逸品です
その他 北京ダック 牛ヒレ肉のステーキ など

豪華なコースとなっております　
北京ダック
鱸(スズキ)の広東風蒸し物
蓮葉包み干し貝柱入りおこわ
デザート二種

「桂花」　(サントリー山崎・白州他飲み放題付)　 14,300円

◆山崎・白州他飲み放題ドリンクメニュー◆（90分ラストオーダー）
山崎・白州・ビール・紹興酒・ハイボール・レモンサワー・ウーロンハイ
焼酎・ウイスキー・あんず酒ウーロン茶・オレンジジュース・ジンジャエール・コーラ
ノンアルコールビール・ハウスワイン（赤・白）・日本酒　



『  蓮華（れんげ） 』
         7,700 円

『  水仙（すいせん） 』
           5,500 円 
旬の冷菜五種

蟹とフカヒレのパンプキンスープ

＋2,200円でフカヒレの姿煮(中)
　に変更できます

夏野菜と海老の塩炒め
鶏肉の四川風辛子炒め
イカ団子のクルトン揚げ
牛肉のトマト煮込み
柚香(ゆこう)冷麺
デザート

夏のコース

※ ２～８名様にて承ります。※ 表示価格はお一人様・税込みとなります。
※ 仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。※ 写真はイメージです。

  0303 -  - 3713719 - 99 - 916161ご予約・ご相談

『  桂花（けいか）』
      11,000 円

旬の冷菜六種
フカヒレの茶碗蒸し仕立て
＋1,650円でフカヒレの姿煮(中)
　に変更できます

夏野菜と大海老の塩炒め
紋甲イカの豆 炒め
鱸(スズキ)の唐揚げ 香味醤油掛け　
牛肉のトマト煮込み
柚香(ゆこう)冷麺
デザート

旬の冷菜七種

フカヒレの姿煮

夏野菜と大海老、帆立の塩炒め

牛ヒレ肉のステーキ  バーベキューソース

北京ダック

鱸(スズキ)の広東風蒸し物

蓮葉包み干し貝柱入りおこわ

デザート二種

創業52周年記念コース創業52周年記念コース
フカヒレの姿煮 と 北京ダック
が楽しめる記念のコース

柚香（ゆこう）冷麺
※柚香（ゆこう）とは？ 徳島県上勝町周辺の
山間部でしか栽培されていない幻の柑橘 
 『ゆず』と『だいだい』の自然交配種。

今春５月 当ビル1F GARAGEにて開催された
大杉隼平写真展【KAMIKATSU】 イベントにて
花壇とコラボして生まれた逸品です。

鱸(スズキ)の唐揚げ 香味醤油掛け

牛ヒレ肉のステーキ
バーベキューソース

蟹とフカヒレのパンプキンスープ

鱸(スズキ)の広東風蒸し物

北京ダック
本日の冷菜八種
朝鮮人参漢方蒸しスープ 
極上フカヒレの姿煮 
伊勢海老と季節野菜の炒め 
和牛のオイスターソース仕立て 
北京ダック 
白身魚のソテー油淋ソース 
鮑のステーキ
特製季節の御飯 
デザート

         13,200 円
『  贅沢（ぜいたく）』

２日前予約２日前予約

◆サントリー山崎・白州飲み放題付コース◆（90分ラストオーダー）
「水仙」　(サントリー山崎・サントリー白州他飲み放題付)　    8,800円
「蓮華」　(サントリー山崎・サントリー白州他飲み放題付) 　11,000円
「桂花」　(サントリー山崎・サントリー白州他飲み放題付) 　14,300円
「贅沢」　(サントリー山崎・サントリー白州他飲み放題付) 　16,500円



夏のコース お飲み物プラン （価格は税込みです）

山崎 ・ 白州他フリードリンク
フリードリンクＢに、　　　　　　（在庫無くなり次第終了）

サントリーウイスキー山崎・白州が加わります

3,300 円

フリードリンクＢ
ビール（ブランドご指定の場合は事前にお知らせください）
　　　　　原則として10名様以内は生ビール、11名様以上は瓶ビール

紹興酒
ハイボール・レモンサワー・ウーロンハイ
焼酎・ウイスキー・あんず酒
ウーロン茶・オレンジジュース・ジンジャエール・コーラ
微アルコールビール・ノンアルコールビール
ハウスワイン（赤・白）・日本酒　

2,200 円

※　フリードリンクプランは 90 分ラストオーダー制、価格はお一人様税込の価格です。

※　時間延長は 30 分 550 円から承ります。　　　

90 分ラストオーダー制

90 分ラストオーダー制



飲み比べセット

紹興酒　熟成 飲み比べ
熟成年数の違う紹興酒を飲み比べして頂けます。
３年・８年・１２年・２０年　
３０cc×４種セット

2,200 円

イチローズモルト飲み比べ
世界的にも高評価なイチローズモルトから 
ダブルディスティラーズ・ミズナラウッドリザーブ
ワインウッドリザーブ・モルトアンドグレーン　
１５cc×４種セット

2,200 円

（価格は税込みです）

アイラモルト飲み比べ
近年人気上昇中のアイラ島から
ボウモア１２・アードベッグＴＥＮ・ブナハーブン１２
ラフロイグＰＸカスク　　　　
１５cc×４種セット

2,200 円

山崎 ・ 白州 ・ 響　飲み比べ
希少なリミテッドも！
山崎 2021 LIMITED・響 2021 ブロッサムハーモニー
山崎ＮＶ・白州ＮＶ　
１５cc×４種セット

３,３00 円

竹鶴 ・ 余市 ・ 宮城峡　飲み比べ
日本のウイスキーの父「マッサン」が育んだニッカから
竹鶴・余市・宮城峡・フロムザバレル
１５cc×４種セット

2,000 円

焼酎　３Ｍ　飲み比べ
希少な本格芋焼酎焼酎　３Ｍ　を揃えました。　
森伊蔵・魔王・村尾・その他日替わり１種
３０cc×４種セット

2,200 円

スペシャルな　飲み比べ
限定品・高額商品から日替わりで！（お好みはご相談ください）
日替わりの一例　
オクトモア12.1　山崎 2021 LIMITED
イチローズモルト LIMITED・響 2021 ブロッサムハーモニー
１５cc×４種セット

5,５00 円



セレクトウイスキー （価格は税込みです）

産地 銘柄１ 銘柄２ 特徴 ３０ｃｃ １５ｃｃ

1 アイラ島 ラフロイグ ＰＸカスク ピート強 1,400 840

2 アイラ島 ボウモア 10年　ダークインテンス ピート強 1,400 840

3 アイラ島 アードベック ＡＮ　ＯＨ ピート強 1,400 840

4 アイラ島 アードベック ウーガダール ピート強 1,400 840

5 アイラ島 アードベック 5年　ウィー　ビースティー ピート強 1,000 600

6 アイラ島 ラガブーリン １２年　カスクストレングス ピート強 1,400 840

7 アイラ島 オクトモア 12.1 ピート強 3,300 1,980

8 アイラ島 ジョニーウォーカー １２年　アイラオリジン ピート強 1,000 600

9 アイラ島 ブナハーブン １２年 ノンピート 1,400 840

10 アラン島 アラン １０年 1,400 840

11 アラン島 アラン シェリーカスク 1,400 840

12 アラン島 アラン ロバートバーンズ　ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,000 600

13 ハイランド デュワーズ １５年 ブレンデッド 1,400 840

14 ハイランド デュワーズ ８年　カリビアン ブレンデッド 900 540

15 ハイランド デュワーズ ８年　イリーガル ブレンデッド 900 540

16 スペイサイド グレンリベット １２年　ライセンスドドラム 1,400 840

17 ハイランド ネイキッドグラウス ブレンデッド 1,400 840

18 ハイランド アードナムルッカン 10.21.06 1,400 840

19 アイリッシュ ティーリング シングルグレーン１３ 1,400 840

20 アイリッシュ ティーリング シングルモルト 1,400 840

Ｊ　01 日本 サントリー　山崎 ＮＶ 1,000 600

Ｊ　02 日本 サントリー　山崎 12 2,000 1,200

Ｊ　03 日本 サントリー　山崎 ＬＴＤ　２０２１ 2,000 1,200

Ｊ　04 日本 サントリー　山崎 ＬＴＤ　２０２２ 2,000 1,200

Ｊ　05 日本 サントリー　白州 NV 1,000 600

Ｊ　06 日本 サントリー　白州 12 2,000 1,200

Ｊ　07 日本 サントリー　響 NV ブレンデッド 1,100 660

Ｊ　08 日本 サントリー　響 ブレンダーズチョイス ブレンデッド 2,000 1,200

Ｊ　09 日本 サントリー　響 ＬＴＤ２０２１ ブレンデッド 2,000 1,200

Ｊ　10 日本 サントリー　響 ＬＴＤ２０２２ ブレンデッド 2,000 1,200

Ｊ　11 日本 ニッカ　竹鶴 ＮＶ 900 540

Ｊ　12 日本 ニッカ　余市 ＮＶ 900 540

Ｊ　13 日本 ニッカ　宮城峡 ＮＶ 900 540

Ｊ　14 日本 ニッカ　ＳＥＳＳＩＯＮ 900 540

Ｊ　15 日本 ニッカ　フロムザバレル ブレンデッド 900 540

Ｊ　16 日本 ニッカ　ザニッカ ブレンデッド 1,500 900

Ｊ　17 日本 イチローズ モルトアンドグレーン ブレンデッド 900 540

Ｊ　18 日本 イチローズ ミズナラウッドリザーブ 1,500 900

Ｊ　19 日本 イチローズ ワインウッドリザーブ 1,500 900

Ｊ　20 日本 イチローズ ダブルディスティラリーズ 1,500 900

Ｊ　21 日本 イチローズ クラシカル ブレンデッド 1,500 900

Ｊ　22 日本 イチローズ リミテッドエディション ブレンデッド 2,000 1,200

Ｊ　23 日本 長濱　ＡＭＡＨＡＧＡＮ INAZUMA ブレンデッド 1,400 840

Ｊ　24 日本 ＭＡＲＳ　駒ヶ岳 ＩＰＡ２０２２ 1,400 840

Ｊ　25 花壇 花壇オリジナル 水楢 ブレンデッド 800 480

Ｊ　26 花壇 花壇オリジナル 山桜 ブレンデッド 800 480

Ｊ　27 花壇 花壇オリジナル アメリカンオーク ブレンデッド 800 480

Ｊ　28 花壇 花壇オリジナル 白州オーク ブレンデッド 800 480

2022 年 8 月現在価格　※その他の在庫約 40 種類については順次提供予定です
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