
カクテル

鸡尾酒

その他

嗨爆 高球・茶兌烧酒

ソフトドリンク

果汁・茶水

中国白酒・果実酒

白酒・果酒

フェンチュー

ケイカチンシュ

ケイカチンシュ

アンズシュ

アンズシュ

汾酒　53度 　白酒 1,000

桂花陳酒 600

桂花陳酒　ソーダ 600

杏子酒 600

杏子酒　ソーダ 600

ジャスミン梅酒 600

ジャスミン梅酒　ソーダ 600

キリン一番搾り 生ビール 〈中〉 700

キリン一番搾り 生ビール 〈小〉 550

キリンラガー 中瓶 700

青島ビール 小瓶 700

ノンアルコールビール  600

ビール

啤酒

シャンディーガフ 700

カシスオレンジ 700

カシスピーチ 700

ミモザ 800

キールロワイヤル 800

ベリーニ 800

ハイボール 700

ジンジャーハイボール 700

ウーロン茶ハイ 700

ジャスミン茶ハイ 700

ウーロン茶 550

黒ウーロン茶 550

ジャスミン茶 550

コカコーラ 550

ジンジャーエール 550

オレンジジュース 550

白桃ジュース 550

ミネラルウォーター 550



紹興酒

名門「塔牌」の5年熟成酒の上澄み部分
のみをボトリング。 軽やかで口当たりの
良い味わい。女性や紹興酒初心者の
方にもオススメです。

麗美 リーメイ

酒度：14℃
グラス 900 / ボトル 3,200

塔牌 5年

三百余年の精髄を継承した手造りの
伝統技法が醸し出す、本物の美味しさ。
ブレンドをほぼしていないので雑味が
なくのどごしスッキリ。

紹興老酒 ショウコウラオシュ

酒度：16℃
グラス 900 / ボトル 3,200

紹興老酒 8年

非常に珍しい無ろ過の紹興酒。
5年物の軽い口当たりを残しつつも、
紹興酒本来の濃厚な香りをお楽し
み頂けます。

紅琥珀 ベニコハク

酒度：16℃
グラス 1,100 / ボトル 4,600

無濾過 5年

手作りにこだわった酒蔵「大越酒業」。

厳格なルールや伝統を重んじる

「貴」な酒を造っています。

紹興貴酒 ショウコウキシュ

酒度：16.5℃
グラス 1,200 / ボトル 5,200

紹興貴酒 10年
こだわりの手づくり製法で甘み旨みが強く

まろやかな味わい。江南派において一線

を画す個性は初心者から上級者まで

幅広く満足させます。多数の受賞歴を

誇るがまだ認知度は低い隠れた銘酒。

東湖 トウコ 

酒度：14℃
グラス 1,600 / ボトル 6,000

東湖 12年

紹興酒メーカー最大規模の酒蔵「古越

龍山酒業」。歴史・品質・規模全てに

おいて圧倒するNo.1メーカーです。

古越龍山　

酒度：17℃
グラス 800 / デキャンタ 2,800

甕出し

绍兴酒

10年以上の陳年原酒のみを使用した
贅沢なつくり。熟成感と丸みのある

上品な味わいです。龍泉窯で焼き上

げた瑠璃彩磁壺にて。

塔牌 トウハイ

酒度：15℃
グラス 2,200 / ボトル 8,000

純酒 10年上海に唯一残る酒蔵「金風酒業」が蜂蜜・クコ・梅干を

混ぜ、中高流層向けに開発した黄酒。

石庫門 シークーメン

グラス 1,200 / ボトル 4,200

グラス 1,600 / ボトル 5,800

石庫門 8年

石庫門 12年

酒度：12.5℃

酒度：12.5℃



＊ ボトルメニューはワインリストをご用意しております。

グラスワイン

葡萄酒

オレンジワイン

カルトゥリ・カヘティ2019年  【ジョージア カヘティ/ チヌリ種 ルカツィテリ種】 850
今流行りのオレンジワイン　熟成はジョージアの土を使ったクヴェグリの壺　

ドライフルーツ、花、そして麦を思い起こすアロマ

赤ワイン

コルビエール アダージョルージュ2017年  800
【フランス ラングドック/ シラー種 グルナッシュ種】

醸造責任者はなんとDRC出身　南仏らしい力強さの中にもフェミニン、そしてエレガントさを融合　
中華にもピッタリな赤ワイン

カテナ マルベック カテナ2017年  【アルゼンチン メンドーサ / マルベック種】 800
世界的ワインを目指すカテナファミリー　

凝縮された果実味、ジューシーで明るさのある酸、豊かに成熟したタンニンと肉料理と相性良し

ミッシェルグロ オートコートドニュイ2016年  【フランス ブルゴーニュ / ピノノワール種】 980
ヴォーヌロマネの老舗一族グロ家 瑞 し々い赤果実系の中にも、滑らかさと酸味のストラクチャー　

ゆっくりと時間をかけて熟れ感も

白ワイン

ドメーヌ アザン 2019年  【フランス ラングドック / ピクプール種】 800
地中海からわずか 6キロの畑　クリアな麦藁色　無農薬栽培　
レモン、グレープフルーツの香りからミネラルと芳潤な香り　元気になれるポップなワイン

ドメーヌ デ・グラス レゼルヴァシャルドネ2019年  800
【チリ コルチャグアヴァレー / シャルドネ種】

デ・グラス家の所有する畑の一画に世界にも珍しくブルゴーニュと同じ土壌が存在　

まるでピュリニーかムルソーか錯覚に陥る味わい

スパークリング

ビアンカヴィーニャ スプマンテ NV  【イタリア ヴェネト州 / グレーラ種 ガルガネラ種】 800
ナチュラルで優しい味わいに果実味　そして繊細な酸が融合　食前食中とゴクゴク飲める逸品



茉莉花茶 ジャスミンチャ 600
中国の緑茶にジャスミンの香りをつけたもの

【ストレス解消・頭痛解消】

茘枝紅茶 ライチコウチャ 600
広東省の英徳紅茶をベースにライチの香りを移したもの

【ストレス解消・冷え性・むくみ防止・生理痛・頭痛解消】

濃香烏龍茶 ノウコウウーロンチャ 600
明山茶業のオリジナル茶

【ストレス解消・肥満防止】

普洱茶 プーアルチャ　ポーレイチャ 600
脂肪の分解や消化促進の働きがあり、肥満防止に良いとされる発酵茶

【むくみ防止・肥満防止・風邪予防】

白龍珠 ハクリュウジュ 650
丸く成形した緑茶に3回以上ジャスミンの香りをつけたもの
【ストレス解消・頭痛解消】

蜜蘭香 ミツランコウ 650
青茶　マスカットや梨の甘い蜜を思わせる香りが特徴で、力強い味わいが印象的

【リラックス効果・肥満防止】

東方美人 トウホウビジン 650
台湾茶　紅茶の様な風味と甘い蜜の様な香り

【便秘解消】

白牡丹 バイムータン 650
発酵が少ないお茶　甘みのあるさっぱりとした味わい

【解熱作用】

西湖龍井茶 ロンジンチャ 650
中国の代表的な緑茶　ビタミンCが豊富　さっぱりとした味わい
【利尿作用・美肌効果・虫歯・口臭予防・頭痛解消】

玫塊茶 メイグイチャ 650
バラ科のハマナスの蕾を乾燥させたお茶　ビタミンCが豊富
【むくみ防止・生理痛・美肌効果・肩こり・貧血防止・リラックス効果】

中国茶

中国茗茶


