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※上記の料金には、サービス料及び消費税を加算させていただきます。 　All prices are subject to service charge & govermment tax.

新潟地酒 Niigata Sake

$75

越乃寒梅
白ラベル  720㎖
SMV+6

富寿し限定 Only for Tomi Sushi

$75
SMV-3

雪中梅
本醸造  720㎖

大吟醸 Daiginjo 720㎖
真野鶴 万穂 ／ Manotsuru Maho	 SMV0〜+3 $250

純米大吟醸 Junmai Daiginjo 720㎖
君の井 山廃仕込 ／ Kiminoi Yamahaijikomi	 SMV+3 $118
市島／Ichishima SMV+4 $100
天と地 ／ Ten to Chi	 SMV+5 $110

純米吟醸 Junmai Ginjo 720㎖
菊水 ／ Kikusui	  SMV+3 $75
〆張鶴 純／Shimeharitsuru Jun SMV+2 $82
八海山 ／ Hakkaisan	 SMV+5 $108
真野鶴 ／ Manotsuru	 SMV+3 $88
上善如水 熟成 ／ Jouzen Mizunogotoshi Jukusei	 SMV+3 $74

吟醸 Ginjo 720㎖
極上 吉乃川 ／ Gokujo Yoshino Gawa	 SMV+5 $68
久保田 千寿／Kubota Senju SMV+6 $68

Niigata-ken

Japan Sea

Sadogashima
Island

日本海

新潟県
佐渡島



※お通し＄２　$2 Chargetable for Alcoholic drinks appetizer
※上記の料金には、サービス料及び消費税を加算させていただきます。 　
　All prices are subject to service charge & govermment tax.

特別純米酒 Tokubetsu Junmaisyu 720㎖
越乃景虎 名水仕込み ／ Koshino Kagetora	 SMV+3 $84

純米酒 Junmaisyu 720㎖
今代司 純米酒 ／ Imayotsukasa Junmaishu	 SMV+4 $70
真野鶴 辛口 ／ Manotsuru Karakuch SMV+16	 $78
鶴齢 ／ Kakurei	 SMV+3.5 $74

本醸造・普通酒 Honjozo・Futsushu 300㎖
麒麟山 伝統辛口 ／ Kirinzan	 SMV+6 $35
菊水の辛口 ／ Kikusui No Karakuchi SMV+8	 $24
八海山 本醸造 ／ Hakkaisan Honjozo	 SMV+4 $34

吟醸 Ginjo 300㎖
久保田 千寿 ／ Kubota Senju SMV+6	 $30
八海山 ／Hakkaisan	 SMV+4  $42
能鷹 ぎんなま ／Nohtaka Ginnama	 SMV+5  $24

普通酒 Futsushu 720㎖
越路吹雪 極寒仕込 ／ Koshiji Fubuki Gokkanjikomi	 SMV+5 $50

吟醸生貯蔵酒 Ginjo Nama Chozoshu 300㎖
越の寒中梅 ／ Koshino Kancyubai	 SMV+5 $28

熱燗 Hot Sake
君の井 本醸造 上泉(1.5合 ) ／Kiminoi Honjozo Jyosen	 SMV+5 $20

純米生酒 Junmai Nama Sake 300㎖
真野鶴 SAKURA ／ Manotsuru SAKURA	 SMV+1〜+3 $30
君の井 生酒 ／ Kiminoi Nama	 SMV+3 $22



ビール Beer
サッポロ ドラフトビール （435ml） 
Sapporo Draft Beer	 〜19:00	 $7.5
サッポロ ドラフトビール （435ml）
 Sapporo Draft Beer	 19:00〜 $9 
こしひかり越後麦酒 （500ml）
 Koshihikari Echigo Beer 	   $12
サントリー プレミアムモルツ （334ml） 
Suntory Premium Malts	 	 $12

Happy	Hour	

麦焼酎 Mugi Shochu

いいちこ ／ Iichiko（720ml） $64  

 （1.8ℓ）	 $140
 グラス／Glass	 $10

ソーダ／Soda	 $2.00
レモン（３pcs）／Lemon	 $1.00
梅干し（１pc）／Umeboshi	 $0.50

焼酎 Shochu

芋焼酎 Imo Shochu

富乃宝山／ Tominohouzan（720ml） $93  

 （1.8ℓ）	 $184
 グラス／Glass	 $12
明るい農村／ Akaruinoson（720ml）	 $76
泥亀 ／ Dorogame（720ml）	 $70

さつま島美人／ Satsuma Shimabijin （900ml） $78  

 （1.8ℓ）	 $150
 グラス／Glass	 $10
三岳／Mitake（900ml）	 $90
一刻者／ Ikkomon（720ml）	 $80

チューハイChuhai

ウーロンハイ／ Oolong hai	 $6.8
レモンチューハイ／ Lemon chuhai	 $7.2 
グレープチューハイ／ Grape chuhai 	 $7.2
カルピスサワー／ Calpis sour 	 $7.2

緑茶ハイ／ Ryokucha hai	 $6.8
梅チューハイ／Ume chuhai	 $7.2 
コークハイ／ Coke hai 	 $7.2



デザート Dessert

抹茶アイス
Maccha Ice Cream $4.2

ごまアイス　　
Goma Ice Cream $4.2

ゆずシャーベット
Yuzu Sherbet $4.2

※上記の料金には、サービス料及び消費税を加算させていただきます。 　All prices are subject to service charge & govermment tax.

ワイン Japanese Red Wine
マスカットベーリーA 弥彦
 Muscat Bailey A YAHIKO from	Niigata,	Japan	 $78 

ウイスキー Japanese Whisky

サントリー 角 （700ml）
Suntory Kaku $120 
ハイボール レギュラー／メガ
Highball Regular/Mega $8／$15 
コークハイボール レギュラー／メガ
Coke Highball  Regular/Mega $10／$18 
カルピスハイボール レギュラー／メガ
Calpis Highball Regular/Mega $10／$18 
ジンジャーエールハイボール レギュラー／メガ
Ginger Ale Highball Regular/Mega $10／$18

ソフトドリンク Soft drink

ポンジュース／ POM(Orange&Mikan）Juice	 $5
カルピス／Calpis	 $4 
スプライト／ Sprite	 $3.5

コカコーラ／Coca Cola $3.5
コカコーラ ライト／Coca Cola Light	 $3.5 
アイスウーロン茶／Iced Oolong Tea	 $3.5




