
アサヒ　  スーパードライ　　グラス　　Glass （３３０ｍｌ）５５０ 円

サッポロ  プレミアムエビス　グラス　　Glass （３３０ｍｌ）６５０ 円

アサヒ　  スーパードライ　　ジョッキ　Medium mug （４１０ｍｌ）７００ 円

サッポロ  プレミアムエビス　ジョッキ　Medium mug （４３５ｍｌ）８００ 円

サッポロ黒（箱根）ラベル SAPPORO ７００ 円

キリン一番搾り KIRIN ７００ 円

アサヒ　スーパードライ Asahi ７００ 円

レ・タンヌ オクシタン カベルネ･ソーヴィニヨン 仏蘭西 オック 辛口 dry ７００ 円

Les Tannes en Occitanine Cabernet Sauvignon

レ・タンヌ オクシタン ソーヴィニヨン･ブラン 仏蘭西 オック やや辛口  Little dry ７００ 円

Les Tannes en Occitanine Sauvignon Blanc

バルディビエソブリュット 千里 辛口   dry ７００ 円

Valdivieso Brut

日本酒　Sake

箱根街道 180ml 燗酒 上撰 神奈川 ５５０ 円
白神山地の四季　　    (雪中貯蔵) 180ml 升酒 純米 秋田 ８００ 円
ホテルオリジナル 300ml 冷酒 吟醸 神奈川 ９００ 円

レモン ５００ 円

グレープフルーツ ５００ 円

巨峰 ５００ 円

青りんご ５００ 円

ブラック・ニッカ・ハイボール ５５０ 円

ブラック・ニッカ・シングル（水・湯わり） ５５０ 円

ブラック・ニッカ・ダブル　（水・湯わり） ７００ 円

ブラック・ニッカ・ロック ７００ 円

　スパークリングワイン　Sparkling wine

サワー　Sour

ウイスキー Whiskey

Consumption tax (8%) is not included in the display price of drinks.

生ビール Draft beer

お飲物の価格には消費税（８％）は含まれておりません。

瓶ビール（中瓶） Bottled beer

グラスワイン　赤　Red wine

　グラスワイン　白　White wine

drink
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カシス・ソーダ 　 カシスリキュール/炭酸 ６００ 円

カシス・オレンジ カシスリキュール/オレンジジュース ６００ 円

カシス・ウーロン カシスリキュール/ウーロン茶 ６００ 円

ピーチ・ソーダ ピーチリキュール/炭酸 ６００ 円

ファジーネーブル ピーチリキュール/オレンジジュース ６００ 円

チャイニーズ・ピーチ ピーチリキュール/ウーロン茶 ６００ 円

ライチ・ソーダ ライチリキュール/炭酸 ６００ 円

ライチ・オレンジ ライチリキュール/オレンジジュース ６００ 円

ライチ・ウーロン ライチリキュール/ウーロン茶 ６００ 円

サッポロ　プレミアム ５００ 円

曽我梅林の梅酒　 ６００ 円

麦　いいちこ　 ６００ 円
芋　黒霧島 ６００ 円

水割り/お湯割りまたはソーダー割りなど飲み方をお申し付けください。

ロックの場合は１００円増

Please tell me how to drink. Water, hot water or cider etc.

In the case of lock, it increases by 100 yen.

コカ・コーラ Coca-Cola ３５０ 円
メロンソーダ Melon Soda ３５０ 円
ジンジャー・エール Ginger ale ３５０ 円
カルピス Calpis ３５０ 円
カルピス・ソーダ Calpis soda ３５０ 円
オレンジ１００％ Orange juice ３５０ 円
グレープフルーツ１００％ Grapefruit ３５０ 円

梅干　　　　　　       Dried plum １個 50 円

炭酸 so-da １本 150 円

レモンスライス　　    Lemon slice １皿 200 円

カクテル　Cocktail

ノン・アルコール　 Non-alcohol

梅　酒　Plum wine

その他　Others

お飲物の価格には消費税（８％）は含まれておりません。

Consumption tax (8%) is not included in the display price of drinks.

焼　酎       Liquor

ソフトドリンク Soft drink

drink



純米酒
箱根
はこね

街道
かいどう

　　　　（神奈川）石井
いしい

醸造

淡麗辛口。

さわやかな酸味と柔らかい口当たりの

洗練されたお酒。

７２０ml ３，０００円

 特別純米酒
白神
しらかみ

山地
さんち

の四季
しき

　（秋田）八重
やえす

寿銘醸

やや辛口

低温長期の醗酵でじっくり仕込み、

901号酵母の生み出すふくらみのある味

白神山系の水を使用しすっきりとした飲み口が特徴。 ７２０ml ３，０００円

芋　焼　酎　
白
しろ

　露
つゆ

　25度
ど

　　（鹿児島）白露
しらつゆ

酒造

香ばしさとコクのある芳醇で深い味わい。

黒麹を使った芳醇な香りと芋の力強い風味が生きた飲み口。

約1年間の熟成期間を設け、余分な油分のみを取り除き、まろやかに仕上げました。

みずみずしさと深い甘みを兼ね備えた喉ごしを楽しめる焼酎です。 ９００ml ３，５００円

麦　焼　酎
閻
えん

　魔
ま

　25度　　　（大分）老松
おいまつ

酒造　モンドセレクション最高金賞7年連続受賞

樽熟成で飲みやすいタイプ。

閻魔の燃える炎の赤を基調としたブランド「閻魔」を築き上げた樽熟成商品です。

お湯割りでもロックでも本当に旨いと感じさせる商品です

７２０ml ３，５００円

米　焼　酎　
白
はく

岳
たけ

吟
ぎん

麗
れい

しろ　25度（熊本）高橋
たかはし

酒造　モンドセレクション金賞3年連続受賞

おいしい水と米、そして吟醸酵母を使い低温発酵にて丁寧に造った本格米焼酎です。

まるで日本酒の吟醸酒のような麗しく、華やいだ香りが特徴。

さらにそれを本格米焼酎「しろ」とブレンドしました。

７２０ml ３，５００円

氷・お湯をご用意しますので係にお申し付けください。

厳選焼酎

特選日本酒
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