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食材によるアレルギーや食事制限・ 制約のあるお客様は、係にお申し 付けく ださ い。
Kindly inform us if you are allergic to certain foods or are observing dietary restrictions.

表示料金は消費税を含んでおります。 甚だ勝手ではございますが､サービス料（ 10％）を加算さ せていただきます。
Prices inclusive of consumption tax.  A 10% service charge is added to your bill. 

日本酒 月桂冠（ 上 撰180ml） Sake (180ml ) 1,300

焼 酎 森伊蔵（ 芋） Shochu 2,700

※上記以外のお飲み物に関しましてもご用意がありますので、お気軽に係までおたずねく ださい。

ノンアルコールド リンク Alcohol Free

フリードリンクプラン Unlimited Drinks

ラグーンスカッシュ Lagoon Squash ¥  1,200
グレープフルーツと オレンジシロップをジンジャエールで満たしたト ロピカルド リンク

ピーチスカッシュ Peach Squash 1,200
ピーチの豊かな香り、ほんのり 甘い炭酸入り のお飲み物

コンコード グレープジュース Concord Grape Juice Glass 1,000
アルコールを、お召し上がれない方もワイン感覚でお楽し み頂けるお飲み物 Carafe 2,500

マスカットジュース Muscat Juice Glass 1,200
ミ ネラルと 上質な自然の甘さ をお楽し み頂けるマスカット 種100％ジュース

ジュース各種

オレンジ、アップル、ピーチ、グレープフルーツ Orange, Apple, Peach, Grapefruits
コーラ、ジンジャーエール、冷緑茶 Coca Cola, Ginger Ale, Green Tea 各1,000

その他のド リンク Other Drinks

ラ ン チ Lunch 90分 ¥ 3,500
ディナー Dinner 120分 4,500

＋¥500にてスパークリング

ワインを追加できます。

ピエール ゼロ シャルド ネ
 Pierre Zero Chardonnay

パッショ ンフルーツの香り、程良い酸味の辛口

●ノンアルコールスパークリング Non-alcholic Sparkling
Glass ¥ 1,400
Bottle  ¥ 8,400

ビール Beer

アサヒ スーパード ライ
エクスト ラ コールド

(360ml ) Asahi Super Dry Extra Cold (360ml ) ¥ 1,500

アサヒスーパード ライ樽生 (360ml ) Asahi Super Dry Draft Beer (360ml )  1,400

小瓶ビール各種 (334ml ) Small Bottle Beer (334ml ) 1,200

ノンアルコールビール (334ml ) Alcohol Free Beer (334ml ) 1,100

¥  2,200 （ 180ml）

八海山純米大吟醸
（ 帝国ホテルオリジナルラベル）

''Hakkaisan'' Junmai Daiginjo-shu

透明感のある味わいと上品な

甘やかさの純米大吟醸酒です

日本酒 Sake

●マスカット 酢を使ったカクテル Muscat Vinegar Cocktail

エメラルド サングリタ
 Emerald Sangrita

テキーラをベースにお作りした

綺麗な色のカクテル
¥ 1,500アルコール

オーチャード フィズ
 Orchard Fizz

果樹園という 名のさっぱり

とした炭酸入りのカクテル
¥ 1,200ノンアルコール

サールおすすめ

（ 写真左）

（ 写真右）



シャンパン Champagne

白ワイン White Wines

マム グラン コルドン
G.H .Mumm Grand Cordon
生産地：フランス/シャンパーニュ 品種：ピノノワール種・ シャルドネ種・ピノムニエ種

活き活きとした泡と、新鮮な果実の香り、軽快な味わいの辛口

ランソン ブラックラベル ブリュット（ ハーフボト ル375ml）

Lanson Black Label Brut
生産地：フランス/シャンパーニュ 品種：ピノノワール種・シャルドネ種・ピノムニエ種

キレのある酸味が特徴の辛口シャンパーニュ

   Glass Bottle

¥ 2,090  ¥ 12,540

7,150

   Glass        Carafe        Bottle

¥ 1,760 ¥ 5,280 ¥ 8,800

 1,760 5,280 8,800

 1,760 5,280 8,800

 1,540

4,400

7,700

 8,800

 2,530  12,650

クラギー レンジ ソーヴィニヨン ブラン テ ムナ ロード ヴィンヤード
Craggy Range Sauvignon Blanc Te Muna Road Vineyard
生産地： ニュージーランド /マーティンボロー 品種： ソーヴィ ニヨン ブラン種

グレープフルーツのような香り、清涼感溢れる爽やかな辛口

コンチャ イ ト ロ マルケス デ カーサ コンチャ シャルド ネ
Concha y Toro M arques de Casa Concha Chardonnay
生産地： チリ/リマリ・ヴァレー 品種：シャルドネ種

黄色い果実のフルーツを思わせる香り、柔らかな喉越しの上品な中辛口

グレーコ ディ トゥーフォ
Greco di Tufo / Feudi di Sanguregorio
生産地： イタリア/カンパーニア 品種： グレーコ種

青りんごの様な香りで程良い酸味の辛口白ワイン

パト リアッシュ シャルド ネ（ ピッコロボト ル250ml）

Patriarche Chardonnay
生産地：フランス 品種：シャルドネ種

黄色い果実の香り、爽やかな酸味の辛口

モンタニィ“ ラ グランド ロシュ” 2015（ ハーフボト ル375ml）

M ontagny "La Grande Roche" 2015/ Louis Latour
生産地：フランス/ブルゴーニュ 品種：シャルドネ種

柑橘系の香り、穏やかな酸味のさっぱりした辛口

ピースポーター ゴールドトレプヒェン リースリング カビネット
Piesporter Goldtopfchen Riesling Kabinett / Moselland
生産地：ドイツ/モーゼル 品種：リースリング種

熟したリンゴの香り、みずみずしさを感じる薄甘口

ジャン・ ルネ ジェ ルマニエ ファンダン ヴェト ロ レ テラス
Jean-René Germanier Fendant Vétroz Les Terrasses
生産地： スイス/ヴァレー 品種：シャスラ種

青りんごなどの爽やかな香りとフレッシュな酸味を感じる辛口

峡 東 2018（ 帝国ホテルオリジナルブレンド ）

Imperial Hotel’s Original Blended White Wine 
Kyoutou Koshu 2018
生産地： 日本/山梨 品種： 甲州

柑橘系の爽やかな香りと、ライチや白桃のよう なフルーティ ーな

味わいを兼ね備えたバランスの良い白ワイン

ペリエ ( 330ml ) ＜発泡性＞ Perrier (330ml ) ＜Sparkling Water＞ ¥    950

サンペレグリノ (750ml ) ＜発泡性＞ San Pellegrino (750ml ) ＜Sparkling Water＞ 1,200

エビアン (750ml ) ＜非発泡性＞ Evian (750ml ) ＜Still Water＞ 1,200

※その他のワインに関しましてもご用意がございますので、スタッフにお申し付けく ださい

赤ワイン Red  Wines

   Glass        Carafe        Bottle

¥ 1,760 ¥ 5,280 ¥ 8,800

 1,760 5,280 8,800

 1,760 5,280 8,800

1,540

4,400

7,700

 8,800

 9,350

シャト ー セント ジーン カリフォルニア ピノ ノワール

Château St. Jean California Pinot Noir
生産地：アメリカ/カリフォルニア 主要品種：ピノ ノ ワール種

ブラックチェリーの香り、果実味と柔らかなタンニンが調和した辛口

シャト ー・ メルシャン 穂坂マスカット・ ベーリーＡ
Château M ercian Hosaka Muscat Bailey A
生産地：日本/山梨 主要品種：マスカット・ ベーリー種

ベリー系果実の華やかな香り、フレッシュな酸味で穏やかなタンニンの辛口

ミ ネルヴォワ レ バロン
M inervois les Barons / Château d’Oupia
生産地：フランス/ラングドック 主要品種： シラー50％・ カリニャン35％・ グルナッシュ15％

豊かな果実味で程良い渋みのミ ディアムボディ

パト リアッシュ カベルネ ソービニヨン（ ピッコロボト ル250ml）

Patriarche Cabernet Sauvignon
生産地：フランス 主要品種： カベルネソーヴィニヨン種

赤い果実の香り、酸味とタンニンのバランスが良い辛口

ジヴリィ  2015（ ハーフボト ル375ml）

Givry 2015 / Louis Latour
生産地：フランス/ブルゴーニュ 主要品種：ピノ ノワール種

赤い果実の香り、渋みが少なく 軽やかな味わい

キャンティ クラシコ

Chianti Classico / Castello D i Albola
生産地： イタリア/トスカーナ 主要品種： サンジョ ベーゼ種

スミレのよう な香り、渋みと酸味の調和がとれた辛口

シャト ー ボーモン
Château Beaumont
生産地：フランス/ボルド ー 主要品種： カベルネ・ ソーヴィニヨン種、メルロ種

ベリー系果実の華やかな香り、フレッシュな酸味で穏やかなタンニンの辛口

アンリ・ クルショ ン メロディ ーヌ
Henri Cruchon M élodine
生産地： スイス/ヴォー 主要品種： ガメイ種・ガマレ種

赤い果実の香り、フレッシュで爽やかな酸味と優しいタンニンの辛口

ミネラルウォーター各種 M ineral Waters


