
 

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。 
All prices are inclusive of tax and service charge. 

 
ノンアルコール・カクテル Non-Alcoholic Cocktail 

アモッソマンサーナ          Amoroso Manzana 
（青りんごシロップ+アップルジュース+ソーダ） 

若葉                  Wakaba                                                   

（ピンクグレープフルーツシロップ+グレープフルーツジュース+トニックウォーター） 

 
 

ノンアルコール Non-Alcohol 

デュク・ドゥ・モンターニュ Duc De Montagne            
（ノンアルコール スパークリングワイン） 
 

ヴァンフリー レッド     Vin Free Red 
  （ノンアルコール 赤ワイン）               

ヴァンフリー ホワイト   Vin Free White 
  （ノンアルコール 白ワイン）               

サッポロプレミアム フリー Sapporo Premium Free             
（ノンアルコール ビアテイスト）          

ノンアルコール梅酒     Non-alcohol UME liqueur 

 

 

         ミネラルウォーター Mineral Water 

エビアン           Evian (Flat)                          

フジミネラルウォーター     Fuji Mineral water (Flat)            

ペリエ             Perrier (Sparkling)                

サンペレグリノ         San Pellegrino (Sparkling)  

 
ソフトドリンク Soft Drink 

黒ウーロン茶          Black Oolong Tea 

コーラ             Cola 

コーラゼロ                  Cola Zero 

ジンジャーエール        Ginger Ale 

オレンジジュース        Orange Juice 

 
 

¥1,200 

¥1,400        

 200ml 

¥1,400 

Glass 

¥1,000 

Bottle¥4,600 

Glass 

¥1,000 

Bottle¥4,600 

 ¥1,200 

 ¥800 

750ml ¥1,300 

780ml ¥1,000 

750ml ¥1,300 

750ml ¥1,300 

¥1,100 
¥900 
¥900 
¥900 

¥1,400 
 



表示料金にはサービス料、税金が含まれております。 
All prices are inclusive of tax and service charge. 

         
ビール Beer 

サッポロ生ビール Sapporo Draft                                           ¥1,700 
 

梅酒 UME Liqueur 
あらごし梅酒(奈良) ARAGOSHI (NARA) 
梅酒本来の甘酸っぱい香味を堪能できる果実味溢れる仕上がりです。 

Bursting with ripe fruits, shows the sweet and sour character native to UME plum. 
グラス 60ml ¥1,400 

梅香(茨城) BAIKOU (IBARAKI) 
甘さだけではなく梅ならではのとろみと苦味、旨味が絶妙に交わりあう厚みのある味です。 

Not only fruit sweetness, it shows a complex balance of texture, true character of plum. 
グラス 60ml ¥1,500 

ウィスキー Whisky 
桜尾  ウェスティンホテル東京プライベートカスク Sakurao for The Westin Tokyo 
広島で 100 年以上の歴史を誇る「SAKURAO DISTILLERY」のウイスキー樽の中から厳選した１樽をボトリン

グしたプライベートボトルです。ウッディーでスモーキーな香りとジャパニーズらしい柔らかなピート香、そ
してシェリー樽の濃厚な甘みの長く続く余韻をお楽しみいただけます。 

グラス 37.5ml  ¥4,000 

イチローズモルトプライベートカスク Ichiro’s Malt & Grain for The Westin Tokyo 
  ウェスティンホテル東京 25 周年を記念したブレンデッドウイスキーです。樽ひとつひとつ個性が異なる世界
5 大ウィスキーを使用し、豊かなフレーバーとまろやかな印象が生まれます。 

グラス 37.5ml  ¥4,200 

シーバスリーガル 12 年（スコットランド）CHIVAS REGAL 12YEARS（SCOTLAND） 
ヘーゼルナッツの風味と熟したりんごや蜂蜜の味わいが広がるブレンデッドスコッチウイスキーです。   

グラス 37.5ml  ¥1,700 

シーバスリーガル 18年（スコットランド）CHIVAS REGAL 18YEARS (SCOTLAND) 
 ダークチョコと花のフレーバーが香る優しく甘いなめらかなブレンデッドスコッチウイスキー です。 

    グラス 37.5ml   ¥3,400 

碧 Ao 

個性豊かな世界 5 大ウイスキーの原酒のブレンデッド・ウイスキー。 華やかさと濃厚でウッディな香り、
滑らかで甘やかな飲み口とともにスモーキーやシナモン様のスパイスが感じられます。 

グラス 37.5ml  ¥2,400 
 
*ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、トニック、ソーダ類は 300 円加算させていただきます。 

We charge a reduced price ¥300 for mixer with the above liqueurs 



            

ワインバイザグラス セレクション 

Wine by the Glass Selection 
 

シャンパン 

Champagne 
 

   Glass    Bottle 
 

Moët & Chandon Imperial                    
モエ シャンドン インペリアル 

 

 

白ワイン White Wine 

 
 
Chateau St.Jean Sauvignon Blanc (U.S.A) 
シャトー セント ジーン ソーヴィニョン ブラン 

 

Penfolds Max’s Chardonnay (Australia) 
ペンフォールズ マックス シャルドネ 

 

 

 

 

 

 

 

 
※表示料金にはサービス料、税金が含まれております。 

* All prices are inclusive of tax and service charge. 

¥2,800 ¥16,200 

¥1,900 
 

 

¥8,800 

¥2,400 
 

¥11,200 



 

ワインバイザグラス セレクション 

Wine by the Glass Selection 
 

赤ワイン Red Wine 

  Glass      
Bottle 

 
Castello di Gabbiano Chanti Classico Riserva (Italy)      
カステッロ ディ ガッビアーノ キャンティ クラッシコ リゼルバ 

 

Beringer Sonoma Coast Pinot Noir (U.S.A)                        
ベリンジャー ソノマ コースト ピノ ノワール 

 

Beringer Knights Valley Cabernet Sauvignon (U.S.A)          
ベリンジャー ナイツ バレー カベルネ ソーヴィニヨン 

 

Stags Leap Napa Merlot (U.S.A) 
スタッグス リープ ナパ メルロ― 

 

 

デザートワイン Dessert Wine 

 
De Bortoli Noble One Botrytis Semillon (Australia)              
デ ボルトリ ノーブル ワン 

 

 

 

 

※表示料金にはサービス料、税金が含まれております。 

* All prices are inclusive of tax and service charge. 

 

 

¥2,400 

 

 

¥11,500 

¥2,900 

 

 

¥13,900 

¥2,900 

 

 

¥13,700 

¥3,500 

 

¥17,200 

¥2,200 ¥8,800 



表示料金にはサービス料、税金が含まれております。 
All prices are inclusive of tax and service charge. 

 

焼酎  Shochu 

 

 
庵千貫 ２５゜(芋焼酎・鹿児島) IORISENGAN (Imo, Kagoshima) 

生芋を原料に使用し無加水で仕上げられるため、まろやかな口当たりです。 

Made from fresh Potatoes, no additives. Mild and a real delight. 

グラス Glass 60ml ￥1,400 / ボトル Bottle 720ml ￥13,700 

 

 

伊佐美 ２５゜(芋焼酎・鹿児島) ISAMI (Imo, Kagoshima) 

口に含むとフレッシュな芋の風味がいっぱいに広がる、いわずと知れた銘焼酎です。 

Shochu with the Flavour of a refreshing potato. 

グラス Glass 60ml ￥2,200 

 

鳥飼 ２５゜(米焼酎・熊本) TORIKAI (Kome, Kumamoto) 

 吟醸酒のような華やかな風味と香りがあり、柔らかな飲み口のお酒です。 

Brilliant Floral aroma just like GINJO SAKE with delicate texture. 

グラス Glass 60ml ￥1,300 / ボトル Bottle 720ml ￥13,700 

 
 
二階堂 吉四六 25°（麦焼酎・大分） KICCHOMU (Mugi, Oita) 
長期貯蔵熟成による、まろやかな舌ざわりとスッキリとした味わいが特徴的なお酒です。 

It is the liquor which mellow taste by the long-term storage aging and clear taste are 

characterized by.  

         グラス Glass 60ml ¥1,400 / ボトル Bottle 720ml ¥14,600 

 

 
 



表示料金にはサービス料、税金が含まれております。 
All prices are inclusive of tax and service charge. 

 
 

日本酒  Sake 

 
夜の帝王（特別純米・広島）NIGHT EMPEROR (Tokubetsu-Junmai, HIROSHIMA) 

麹と米の味わいをしっかり残した、まろやかな口当たり 
Robust rice and koji flavors with a smooth and mellow finish 

一合 Carafe 180ml ¥1,800 / ボトル Bottle 720ml ¥7,000 

 
日高見（純米・宮城）HIDAKAMI (Junmai, MIYAGI) 
辛口でありながら、さらりと飲める上品な味わい 
Dry yet refreshing with an elegant and smooth finish 

一合 Carafe 180ml ¥2,400 / ボトル Bottle 720ml ¥9,000 

 
飛露喜（純米大吟醸・福島）HIROKI (Junmai-Daiginjo, FUKUSHIMA) 

甘みや旨味をしっかり感じる事ができるクリアな飲み口 
Robust sweetness and umami with a light finish 

一合 Carafe 180ml ¥4,800 / ボトル Bottle 720ml ¥18,100 

 
久保田 萬寿（純米大吟醸・新潟）KUBOTA MANJU (Junmai-Daiginjo, NIIGATA) 

辛口ながらも、口当たりが柔らかく米の甘みを感じられる 
Powerful and dry, refreshing finish and subtle sweetness 

一合 Carafe 180ml ¥5,000 / ボトル Bottle 720ml ¥18,700 

 
獺祭 二割三分（純米大吟醸・山口）Dassai (Junmai-Daiginjo, YAMAGUCHI) 

23％という極限まで磨いた山田錦を使い、華やかな上立ち香と蜂蜜のような甘みが特徴 
Using “Yamadanishiki” rice which is polished to 23% with an elegant aroma and 
honey-like sweetness 

一合 Carafe 180ml ¥5,400 / ボトル Bottle 720ml ¥21,000 
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