
おすすめ日本酒 

Recommended Japanese Sake 

千歳鶴 純米大吟醸 瑞翔 (北海道) 

Chitosetsuru Junmai-Daiginjo Zuisho (Hokkaido) 

 四合瓶 (720ml) ¥14,300 

 一 合 (180ml) ¥3,630 

 グラス (120ml) ¥2,420 

高清水 大吟醸 しずく搾り 瑞兆  (秋田) 

Takashimizu Daiginjo Shizukushibori Zuicho (Akita) 

 四合瓶 (720ml) ¥22,000 

 一 合 (180ml) ¥5,610 

 グラス (120ml) ¥3,740 

久野九平治本店 黒田庄 福地 (愛知) 

Kuno Kuheiji Kurodasho Fukuji 2020 (Aichi) 

 四合瓶 (720ml) ¥22,000 

 一 合 (180ml) ¥5,610 

 グラス (120ml) ¥3,740 

久野九平治本店 黒田庄 田高 (愛知) 

Kuno Kuheiji Kurodasho Takou 2021 (Aichi) 

 四合瓶 (720ml) ¥22,000 

 一 合 (180ml) ¥5,610 

 グラス (120ml) ¥3,740 

獺祭 未来へ 農家と共に (山口) 

DASSAI Future - with Farmers (Yamaguchi) 

 四合瓶 (720ml) ¥30,800 

 一 合 (180ml) ¥7,920 

 グラス (120ml) ¥5,280 

獺祭 純米大吟醸 美酔 (山口) 

DASSAI Elegantly Tipsy - Junmai-Daiginjo (Yamaguchi) 

 四合瓶 (720ml) ¥22,000 

 一 合 (180ml) ¥5,610 

 グラス (120ml) ¥3,740 

希少日本酒 

Rare Japanese Sake 

月の井 和の月 純米大吟醸 直汲み (茨城) 

Tsukinoi Nanotsuki Junmai-Daiginjo Jikakumi (Ibaraki) 

 四合瓶 (720ml) ¥55,000 

農口尚彦研究所 01 スペシャルエディション (石川) 

Noguchi Naohiko 01 Special Edition (Ishikawa) 

 四合瓶 (720ml) ¥253,000 

農口尚彦研究所 米寿記念 

 スペシャルエディション Vol.5 (石川) 

Noguchi Naohiko 88 Years Old 

 Special Edition Vol.5 (Ishikawa) 

 四合瓶 (720ml) ¥60,500 

黒龍 純米大吟醸 仁左衛門 (福井) 

Kokuryu Junmai Daiginjo Nizaemon (Fukui) 

 四合瓶 (720ml) ¥55,000 

久野九平治本店 黒田庄町 門柳 (愛知) 

Kuno Kuheiji Kurodasho Monryu 2021 (Aichi) 

 四合瓶 (720ml) ¥38,500 

龍力 米のささやき 秋津 (兵庫) 

Tatsuriki Komenosasayaki Akitsu (Hyogo) 

 四合瓶 (720ml) ¥44,000 

堀江酒場 プレミアム 金雀 (山口) 

Horie Sakaba Premium Kin Suzume 2019 (Yamaguchi) 

 四合瓶 (720ml) ¥110,000 

獺祭 磨きその先へ (山口) 

DASSAI Beyond (Yamaguchi) 

 四合瓶 (720ml) ¥99,000 

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料 15%を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax and subject to an additional 15% service charge. 



ビール 

Beer 

生ビール 380ml ¥1,540 

(プレミアムモルツ マスターズドリーム、エビス) 

Draft Beer  (Suntory Premium Malts Master’s Dream, Yebisu) 

 

生ビール 380ml ¥1,430 

(キリン一番搾り) 

Draft Beer  (Kirin Ichibanshibori)) 

 

瓶ビール 334ml

 ¥1,320 

(サントリー・エビス・キリン・アサヒ・サッポロ) 

Bottled Beer  (Suntory, Yebisu, Kirin, Asahi, Sapporo) 

 

ノンアルコールビール 334ml ¥1,210 

(サントリー・キリン・アサヒ・サッポロ) 

Bottled Beer  (Suntory, Kirin, Asahi, Sapporo) 

 

 

微アルコール飲料  
Low-Alcoholic Beverage 

アサヒビアリー 334ml ¥1,430 

Asahi Beery 

 

* アルコールを微量に含みます。 

 運転される方、妊娠中、授乳期の方、未成年者など 

 ご提供できない場合がございますので予めご了承ください。 

* The above beverage contains a small amount of alcohol and  

 should not be consumed by those driving, expectant or nursing 

 mothers, or minors. 

 

ウィスキー 

Whisky 

サントリーウイスキー響 ブレンダーズ チョイス 

Suntory Whisky Hibiki Blender’s Choice 

30ml   ¥3,900 

サントリーウイスキー響 21 年 

Suntory Whisky Hibiki 21 Y 

30ml   ¥8,600 

サントリーシングルモルトウイスキー 山崎 12 年 

Suntory Single Malt Whisky Yamazaki 12 Y 

30ml   ¥3,900 

サントリーシングルモルトウイスキー 山崎 18 年 

Suntory Single Malt Whisky Yamazaki 18 Y 

30ml   ¥8,600 

ニッカ 竹鶴 21 年ピュアモルト 

Nikka Taketsuru Pure Malt 21 Y 

30ml   ¥8,400 

バランタイン 17 年 

Ballantine’s Aged 17 Y 

30ml   ¥2,200 

オリエンタリスト ドラゴンウイスキー 8 年 

Orientalist Dragon Whisky 8 Y 

30ml   ¥2,970 

奏砂 13 年 

Kanasa 13 Y 

30ml   ¥4,400 

 

 

 

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料 15%を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax and subject to an additional 15% service charge. 



梅酒 / ジン 

Umeshu / Gin 

大七 生酛梅酒 (福島) 

Daishichi Kimoto Umeshu (Plum Wine) 

 60ml ¥1,980 

吉乃川 長期熟成梅酒 2012 (新潟) 

Yoshinogawa Long Term Aged Umeshu (Plum Wine) 

 60ml ¥1,650 

京梅 くれない (京都) 

Kyoume Kurenai (Red Plum Wine) 

 60ml ¥1,540 

仙頭の梅酒 (高知) 

Sento no Umeshu (Plum Wine) 

 60ml ¥1,540 

古昔の美酒 松藤梅酒 2009 (沖縄) 

Inishie no Bishu Matsufuji Umeshu (Plum Wine) 

 60ml ¥2,420 

サントリー ジャパニーズクラフトジン ROKU <六> 

Suntory ROKU Gin, The Japanese Craft Gin 

 45ml ¥2,100 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

スパークリング 日本酒 

Sparkling Japanese Sake 

発泡にごり酒 獺祭 スパークリング 45 

DASSAI Sparkling Sake “Sparkling 45” 

 360ml ¥5,500 

八海山 瓶内二次醗酵酒 あわ 白麹 

Hakkaisan Sparkling Sake "AWA" 

 720ml ¥15,400 

 360ml ¥8,800 

神田豊島屋 東京 プレミアムスパークリング 心 

Kanda Toshimaya Tokyo Premium Sparkling Sake Shin 

 750ml ¥44,000 

 

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料 15%を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax and subject to an additional 15% service charge. 



日本酒 

Japanese Sake 

八海山によるパレスホテル東京の 

プライベートブランド「壱ノ壱ノ壱」 

Palace Hotel Tokyo original branded sake 

by Hakkaisan Brewery 

壱ノ壱ノ壱 大吟醸 

1-1-1 (Ichi-no-Ichi-no-Ichi) Daiginjo (Super Premium) 

希少な大吟醸をパレスホテル東京のオリジナルラベルで 

数量限定にてご提供いたします。 

A rare Daiginjo specially available for the guests of 

Palace Hotel Tokyo in limited quantity. 

 四合瓶 (720ml) ¥27,500 

 一 合 (180ml) ¥6,930 

 グラス (120ml) ¥4,620 

壱ノ壱ノ壱 純米大吟醸 

1-1-1 (Ichi-no-Ichi-no-Ichi) Junmai-Daiginjo (Premium) 

透明感のある綺麗な味わいと、ふわっと広がる 

上品な甘やかさが特徴の純米大吟醸「八海山」を 

パレスホテル東京のオリジナルラベルでご提供いたします。 

Junmai Daiginjo is known for its clear, clean taste and elegant, 

gentle sweetness. 

 四合瓶 (720ml) ¥13,200 

 一 合 (180ml) ¥3,410 

 グラス (120ml) ¥2,310 

壱ノ壱ノ壱 特別本醸造 

1-1-1 (Ichi-no-Ichi-no-Ichi) Special-Honjozo 

柔らかな口あたりと淡麗な味わいの特別本醸造「八海山」を 

パレスホテル東京のオリジナルラベルでご提供いたします。 

Special-Honjozo has a smooth and mellow taste and can be 

enjoyed warmed or chilled. 

 四合瓶 (720ml) ¥8,800 
 一 合 (180ml) ¥2,310 

 グラス (120ml) ¥1,540 

 

 
宮城 Miyagi 

浦霞 禅 純米吟醸 

Urakasumi Zen Junmai-Ginjo 

 四合瓶 (720ml) ¥8,800 

 一 合 (180ml) ¥2,310 

 グラス (120ml) ¥1,540 

伯楽星 純米大吟醸 パレスホテル東京限定品 

Hakurakusei Junmai-Daiginjo, Palace Hotel Tokyo Exclusive 

 一 合 (180ml) ¥2,640 

 グラス (120ml) ¥1,870 

一ノ蔵 蔵の華 純米吟醸 

Ichinokura Junmai-Ginjo 

 四合瓶 (720ml) ¥8,800 

 一 合 (180ml) ¥2,310 

 グラス (120ml) ¥1,540 

タナカ 1789 × シャルティエ ブレンド 001 

Tanaka 1789 × Chartier Blend 001 2019 

 ボトル (500ml) ¥27,500 

 グラス (100ml) ¥5,610 

山形 Yamagata 

出羽桜 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 生酒 

Dewazakura Junmai-Ginjo Dewa Sansan Tanjoukinen 

 四合瓶 (720ml) ¥8,800 

 一 合 (180ml) ¥2,310 

 グラス (120ml) ¥1,540 

住吉 銀 純米酒 

Sumiyoshi Gin Junmaishu 

 一 合 (180ml) ¥1,540 

 グラス (120ml) ¥1,210 
 
 

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料 15%を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax and subject to an additional 15% service charge. 



 

福島 Fukushima 

大七 箕輪門 純米大吟醸 

Daishichi Minowamon Junmai-Daiginjo 

 四合瓶 (720ml) ¥16,500 

 一 合 (180ml) ¥4,180 

 グラス (120ml) ¥2,860 

群馬 Gunma 

水芭蕉 純米大吟醸 

Mizubasho Junmai-Daiginjo 

 四合瓶 (720ml) ¥14,300 

 一 合 (180ml) ¥3,630 

 グラス (120ml) ¥2,420 

新潟 Niigata 

久保田 萬寿 純米大吟醸 

Kubota Manju Junmai-Daiginjo  

 四合瓶 (720ml) ¥16,500 

 一 合 (180ml) ¥4,180 

 グラス (120ml) ¥2,860 

石川 Ishikawa 

農口尚彦研究所 プレミアムヌーボー 無濾過生原酒 

Noguchi Naohiko Premium Nouveau 2022 

 四合瓶 (720ml) ¥14,300 

 一 合 (180ml) ¥3,630 

 グラス (120ml) ¥2,420 

農口尚彦研究所 山廃 雄町 無濾過生原酒 

Noguchi Naohiko Yamahai Omachi 2020 

 四合瓶 (720ml) ¥24,200 

 一 合 (180ml) ¥6,160 

 グラス (120ml) ¥4,180 
加賀鳶 純米大吟醸「藍」 

Kagatobi Junmai-Daiginjo AI 

 四合瓶 (720ml) ¥13,200 

 一 合 (180ml) ¥3,410 

 グラス (120ml) ¥2,310 

 

長野 Nagano 

杉の森酒造 Narai 

Suginomori Brewery Narai 

 四合瓶 (720ml) ¥22,000 

 一 合 (180ml) ¥5,610 

 グラス (120ml) ¥3,740 

信州亀齢 美山錦 純米吟醸 無濾過生原酒 

Shinshu Kirei Miyamanishiki Junmai-Ginjo 

 四合瓶 (720ml) ¥9,900 

 一 合 (180ml) ¥2,530 

 グラス (120ml) ¥1,760 

福井 Fukui 

黒龍 大吟醸 福ボトル 

Kokuryu Daiginjo Fuku Bottle 

 四合瓶 (720ml) ¥24,200 

 一 合 (180ml) ¥6,160 

 グラス (120ml) ¥4,180 

黒龍 大吟醸 龍 

Kokuryu Daiginjo Ryu 

 四合瓶 (720ml) ¥24,200 

 一 合 (180ml) ¥6,160 

 グラス (120ml) ¥4,180 

富山 Toyama 

岩 IWA 5 アッサンブラージュ 3 

Iwa 5 Assemblage 3 

 四合瓶 (720ml) ¥33,000 

 一 合 (180ml) ¥8,470 

 グラス (120ml) ¥5,720 

銀嶺立山 大吟醸 

Ginrei Tateyama Daiginjo 

 四合瓶 (720ml) ¥18,700 
 一 合 (180ml) ¥4,730 

 グラス (120ml) ¥3,190  

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料 15%を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax and subject to an additional 15% service charge. 



日本酒 

Japanese Sake 
福井 Fukui 

黒龍 大吟醸 福ボトル 

Kokuryu Daiginjo Fuku Bottle 

 四合瓶 (720ml) ¥24,200 

 一 合 (180ml) ¥6,160 

 グラス (120ml) ¥4,180 

黒龍 大吟醸 龍 

Kokuryu Daiginjo Ryu 

 四合瓶 (720ml) ¥24,200 

 一 合 (180ml) ¥6,160 

 グラス (120ml) ¥4,180 

黒龍 火いら寿 生 

Kokuryu Hiirazu Nama 

 四合瓶 (720ml) ¥27,500 

 一 合 (180ml) ¥6,820 

 グラス (120ml) ¥4,840 

東京 Tokyo 

江戸開城 純米吟醸 原酒 

Edokaijo Junmai-Ginjo Genshu 

 四合瓶 (720ml) ¥13,200 

 一 合 (180ml) ¥3,410 

 グラス (120ml) ¥2,310 

豊島屋 金婚 豊島屋十右衛門 純米無濾過原酒 

Toshimaya Kinkon Juemon Junmai Muroka Genshu 

 四合瓶 (720ml) ¥8,800 

 一 合 (180ml) ¥2,310 

 グラス (120ml) ¥1,540 

 

 

 

 

 

茨城 Ibaraki 

月の井 純米 彦一 

Tsukinoi Junmai Hikoichi 

 四合瓶 (720ml) ¥7,700 

 一 合 (180ml) ¥1,980 

 グラス (120ml) ¥1,320 

静岡 Shizuoka 

開運 吟醸 

Kaiun Ginjo 

 四合瓶 (720ml) ¥8,800 

 一 合 (180ml) ¥2,310 

 グラス (120ml) ¥1,540 

滋賀 Shiga 

七本鎗 純米 渡船 

Shichihonyari Junmai Wataribune 

 四合瓶 (720ml) ¥8,800 

 一 合 (180ml) ¥2,310 

 グラス (120ml) ¥1,540 

道灌 純米原酒 シェリーオーク樽貯蔵 

Dohkan Jyunmai Genshu Fût de Chêne Español 2020 

 四合瓶 (720ml) ¥9,900 

 一 合 (180ml) ¥2,530 

 グラス (120ml) ¥1,760 

三重 Mie 

神の穂 純米大吟醸 半蔵 

Kaminoho Junmai-Daiginjo Hanzo 

 四合瓶 (720ml) ¥8,800 

 一 合 (180ml) ¥2,310 

 グラス (120ml) ¥1,540 

 

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料 15%を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax and subject to an additional 15% service charge. 



 

 

京都 Kyoto 

金鵄正宗 純米大吟醸 祝 

Kinshi Masamune Junmai-Daiginjo Iwai 

 四合瓶 (720ml) ¥13,200 

 一 合 (180ml) ¥3,410 

 グラス (120ml) ¥2,310 

金鵄正宗 純米熟成酒 2013 年醸造 

Kinshi Masamune Junmai Aged Sake 2013 

 ボトル (500ml) ¥7,700 

 グラス (120ml) ¥1,980 

兵庫 Hyogo 

福寿 純米吟醸 

Fukuju Junmai-Ginjo 

 四合瓶 (720ml) ¥8,800 

 一 合 (180ml) ¥2,310 

 グラス (120ml) ¥1,540 

菊正宗 本醸造 

Kiku-Masamune Honjozo 

 一 合 (180ml) ¥1,540 

 グラス (120ml) ¥1,210 

広島 Hiroshima 

醉心 純米大吟醸 

Suishin Junmai-Daiginjo 

 四合瓶 (720ml) ¥11,000 

 一 合 (180ml) ¥2,860 

 グラス (120ml) ¥1,870 

醉心 純米吟醸 無圧搾り 春 

Suishin Junmai-Ginjo Muatsu Shibori Spring 

 四合瓶 (720ml) ¥8,800 

 一 合 (180ml) ¥2,310 

 グラス (120ml) ¥1,540 

 

 

佐賀 Saga 

東一 純米酒 

Azumaichi Junmaishu 

 四合瓶 (720ml) ¥7,700 

 一 合 (180ml) ¥1,980 

 グラス (120ml) ¥1,320 

大分 Oita 

八鹿 純米大吟醸 

Yatsushika Junmai-Daiginjo 

 四合瓶 (720ml) ¥14,300 

 一 合 (180ml) ¥3,630 

 グラス (120ml) ¥2,420 

山口 Yamaguchi 

新生獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 

Shinsei Dassai 23 Junmai-Daiginjo 

 四合瓶 (720ml) ¥24,200 

 一 合 (180ml) ¥6,160 

 グラス (120ml) ¥4,070 

獺祭 Beyond the Beyond 

DASSAI Beyond the Beyond 2019 

 四合瓶 

(720ml) ¥1,320,000 
 
こちらの日本酒は世界で 23 本の限定製造、 

日本国内におきましては 3 本のみの販売でございます。 

山口県の蔵にて保管しておりますので 

事前予約制で承っております。 

This sake is limited to 23 bottles in the world, of which only 

3 bottles are available in Japan. Reservations are required – 

they 

will be shipped in from the brewery’s warehouse in 

Yamaguchi. 

 

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料 15%を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax and subject to an additional 15% service charge. 



グラス スパークリングワイン 
Sparkling Wine by the Glass 

ルイ ロデレール コレクション 

Louis Roederer Collection 243 

 グラス (150ml) ¥3,850 

 ボトル (750ml) ¥19,250 

(フランス / France - Reims) 

サントリー 津軽 シャルドネ & ピノ ノワール 

Suntory Tsugaru Chardonnay & Pinot Noir 2018 

 グラス (150ml) ¥3,520 

 ボトル (750ml) ¥17,600 

 (日本 / Japan - Aomori ) 

ローラン ペリエ グラン シエクル 

Laurent-Perrier Grand Siècle No.25 

 グラス (150ml) ¥6,600 

 ボトル (750ml) ¥33,000 

 (フランス / France - Tour-sur-Marne) 

アンリオ ロゼ 

Henriot Rosé 

 グラス (150ml) ¥4,400 

 ボトル (750ml) ¥22,000 

 (フランス / France - Reims) 

 
 
 
 
 
 
 

グラス 白ワイン 
White Wine by the Glass 

アルガブランカ クラレーザ 

Aruga Branca Clareza 2021 ¥1,760 

(日本・山梨 / Japan - Yamanashi) 

アーラー グラッドストーン ソーヴィニヨン ブラン 

Urlar Gladstone Sauvignon Blanc Sur Lie 2021 ¥2,310 

(ニュージーランド・ワイララパ / New Zealand - Wairarapa) 

オー ボン クリマ ミッション シャルドネ 

Au Bon Climat Santa Barbara Mission Chardonnay 2020 

¥2,750 

(アメリカ・カリフォルニア / U.S.A. - California) 

ムルソー レ クル 

Meursault Les Clous 2018 ¥4,400 

(フランス・ブルゴーニュ / France - Bourgogne) 

 

 

 

グラス ロゼワイン 
Rosé Wine by the Glass 

サントリー フロムファーム 登美の丘 ロゼ 

Suntory From Farm Tomi no Oka Rosé 2021 ¥1,980 

(日本・山梨 / Japan - Yamanashi) 

 

 

 

 

 

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料 15%を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax and subject to an additional 15% service charge. 



グラス 赤ワイン 
Red Wine by the Glass 

アルガーノ モンテ 

Arugano Monte 2019 ¥1,760 

(日本・山梨 / Japan - Yamanashi) 

アーラー グラッドストーン ピノ ノワール 

URLAR Gladstone Pinot Noir 2021 ¥2,310 

(ニュージーランド・ワイララパ / New Zealand - Wairarapa) 

ドメーヌ クヘイジ コトー ブルギニヨン 

Domaine Kuheiji Coteaux Bourguignons 2019 ¥2,750 

(フランス・ブルゴーニュ / France - Bourgogne) 

ベリンジャー ナイツ ヴァレー カベルネ ソーヴィニヨン 

Beringer Knights Valley Cabernet Sauvignon 2019 ¥2,970 

(アメリカ・カリフォルニア / U.S.A. - California) 

レ トゥーレル ド ロングヴィル 

Les Tourelles de Longueville 2013 ¥3,850 

(フランス・ボルドー / France - Bordeaux) 

ジュヴレ シャンベルタン 

Gevrey-Chambertin 2017 ¥3,850 

(フランス・ブルゴーニュ / France - Bourgogne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノンアルコール 
スパークリングワイン 

Non-Alcoholic Sparkling Wine 

デュク デュ モンターニュ (白・ロゼ) 

Duc de Montagne (White, Rosé) ¥1,320 

 

 
 
ノンアルコールワイン 

Non-Alcoholic Wine 

ヴィンテンス (白・赤) 

Vintence (White, Red) ¥1,320 

 

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料 15%を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax and subject to an additional 15% service charge. 



焼酎 
Shochu 

芋焼酎 Sweet Potato 

森伊蔵 (鹿児島) 

Moriizou (Kagoshima) 
 ボトル (720ml) ¥63,800 
 グラス  (45ml) ¥4,180 

長寿庵 (鹿児島) 

Chojuan (Kagoshima) 
 ボトル (720ml) ¥25,300 
 グラス  (60ml) ¥2,200 

金山蔵 唯一無二 (鹿児島) 

Kinzangura Yuiitsumuni (Kagoshima) 
 ボトル (720ml) ¥18,700 
 グラス  (60ml) ¥1,650 

石蔵 (鹿児島) 

Ishigura (Kagoshima) 
 ボトル (720ml) ¥18,700 
 グラス  (60ml) ¥1,650 

富乃宝山 (鹿児島) 

Tominohouzan (Kagoshima) 
 ボトル (720ml) ¥16,500 
 グラス  (60ml) ¥1,430 

黒糖焼酎 Brown Sugar 

壱乃醸 朝日 (鹿児島) 

Ichinojo Asahi (Kagoshima) 
 ボトル (720ml) ¥16,500 
 グラス  (60ml) ¥1,430 

泡盛 Okinawan Rice Spirits 

古昔の美酒 松藤 琉球泡盛 (沖縄) 
Inishie no Bishu Matsufuji Ryukyu Awamori 2007 
 グラス  (45ml) ¥2,750 

 
 
 

 
 

麦焼酎 Barley 

兼八 (大分) 

Kanehachi (Oita) 
 ボトル (720ml) ¥22,000 
 グラス  (60ml) ¥1,980 

宇佐むぎ (大分) 

Usamugi (Oita) 
 ボトル (720ml) ¥16,500 
 グラス  (60ml) ¥1,430 

吉四六 (大分) 

Kitchomu (Oita) 
 ボトル (720ml) ¥14,300 
 グラス  (60ml) ¥1,320 

古昔の美酒 抜群 (熊本) 

Inishie no Bishu Batsugun 1984 (Kumamoto) 
 グラス  (45ml) ¥3,520 

米焼酎 Rice 

農口尚彦研究所 酒粕焼酎 (石川) 
Noguchi Naohiko Sake Institute Sakekasu Shochu 
(Ishikawa) 
 ボトル (740ml) ¥33,000 
 グラス  (60ml) ¥2,750 

鳥飼 (熊本) 

Torikai (Kumamoto) 
 ボトル (720ml) ¥14,300 
 グラス  (60ml) ¥1,320 

古昔の美酒 房の露 (熊本) 

Inishie no Bishu Fusanotsuyu 2009 (Kumamoto) 
 グラス  (45ml) ¥2,750 
 
 
 
 
 
 

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料 15%を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax and subject to an additional 15% service charge. 



ソフトドリンク 

Soft Drink 

芽茶（抹茶入り冷緑茶） 

Iced Green Tea 

¥990 

抹茶（温・冷） 

Matcha Tea (Hot or Cold) 

¥1,320 

ウーロン茶、黒ウーロン茶 

Oolong Tea 

¥990 

獺祭の醗酵技術から生まれた 新生甘酒 

Dassai DEX Amazake 

¥1,650 

八海山 麴だけでつくったあまさけ 

Hakkaisan Amazake Made from Koji 

¥1,320 

コーラ、コーラゼロ、ジンジャーエール 

Coca Cola, Coca Cola Zero, Ginger Ale 

¥990 

サンペレグリーノ スパークリングジュース 

(オレンジ・レモン) 

San Pellegrino Sparkling Juice (Orange or Lemon） 

¥1,210 

 

 

 

 

 

ロイヤルブルーティー 宇治茶 

Luxury Japanese Bottled Iced Tea 

京都宇治碾茶  (パレスホテル東京ラベル) 

Kyoto Uji Tencha (Palace Hotel Tokyo label) 

ボトル (750ml)  ¥16,500 

グラス (150ml)  ¥2,750 

 
 
ジュース各種 

Juice 

フランス産 白葡萄ジュース セミヨン 

French white grape juice Semillon 

¥1,650 

余市 ニキヒルズヴィレッジ Fruity Weekend  

ぶどうジュース 100% キャンベルアーリー 

Yoichi NIKI Hills Village, 

Fruity Weekend Grape Juice 100% Campbell Early 

¥1,650 

愛媛県八幡浜産 純粋まごころ みかんジュース 

Ehime Mikan juice (Japanese mandarin orange juice) 

¥1,540 

フルーツジュース (リンゴ・グァバ・マンゴ・白桃) 

Fruit juice (Apple, Guava, Mango, Peach) 

¥1,320 

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料 15%を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax and subject to an additional 15% service charge. 



ミネラルウォーター 

Mineral Water 

スティル 

Still 

奥会津 天然水  (500ml) 

Oku-Aizu Mineral Water (Japan) 

¥1,430 

エビアン  (750ml) 

Evian (France) 

¥1,430 

アクアパンナ  (1000ml) 

Aqua Panna (Italy) 

¥1,430 

 

スパークリング 

Sparkling 

奥会津 炭酸の水  (500ml) 

Oku-Aizu Sparkling Mineral Water (Japan) 

¥1,430 

ペリエ  (750ml) 

Perrier (France) 

¥1,430 

サン ペレグリーノ  (1000ml) 

San Pellegrino (Italy) 

¥1,430 

 

 
 
 
 

 
 
 

ミネラルウォーター 

チャージシステム 

Mineral Water Charge 

 

 

下記のミネラルウォーターを 

フリードリンクでご用意いたします。 

Please enjoy free-flow of mineral water. 

 

お一人様あたり / per guest   ¥1,210 

 

 

 

富士ミネラル 

FUJI Mineral 

 

富士プレミアムスパークリング 

FUJI Premium Sparkling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料 15%を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax and subject to an additional 15% service charge. 


