
※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. 

Champagne 
 
                                        Glass (125ml)  Bottle (750ml) 
 ルイロデレール ブリュット コレクション 
 Louis Roederer Brut Collection  ¥2,800 ¥16,200 

 テタンジェ ブリュット レゼルヴ 

 Taittinger Brut Rèserve  ¥16,200 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Premium Free-flowing Drink プレミアム フリードリンク 

◆お一人様 ¥5,600   ( 2 名様以上 ・ 2 時間制   per person ・ 2 hours ) 
 

※プレミアム フリードリンクは各種割引対象外となっております。ご了承くださいませ。 
※Discounts are not applicable to Premium Free-flowing Drink package . 

 
 
 Beer  Shaoxing Rice Wine 
 エビス 生ビール                         紹興老酒 2005 年冬至仕込み原酒甕入 
 Yebisu Draft Shaoxing Rice Wine aged in original earthenware pot                           
                                    (2005 winter solstice) 

 Wine                     
 スパークリングワイン                  
 Sparkling Wine               Soft Drink 
 白ワイン                 ペプシコーラ 
 White Wine               Pepsi Cola 
 赤ワイン                 ジンジャーエール 
 Red Wine                                Ginger Ale 
                                       烏龍茶 
 Whisky Iced Oolong Tea 
 ウイスキー                        アイスジャスミン茶 
 Whisky Iced Jasmine Tea 
 

 

 

 

  



※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. 

 

 Sparkling Wine 
 
 Glass (125ml) Bottle (750ml) 
ミッシェル スパークリング ブリュット 

Michelle Sparkling Brut (USA) （シャルドネ、ピノノワール、ピノムニエ） ¥1,400 ¥7,500 

 White Wine 
 Glass (150ml) Bottle (750ml) 

 
ベリンジャー ファウンダーズ エステート シャルドネ 

Beringer Founder’s Estate Chardonnay (USA)（シャルドネ） ¥1,500 ¥6,900 

ドメーヌ ド マラヴィエイユ レ プティ ドラゴン 

Dom. de Malavieille Les Petits Dragons (France) （シュナンブラン、プティマンサン） ¥1,800 ¥8,100 

シャトー セント ジーン カリフォルニア ソーヴィニヨンブラン 

Chateau St. Jean California Sauvignon Blanc (USA) （ソーヴィニョンブラン） ¥1,900 ¥8,800 

サンセール パスカル ジョリヴェ 

Sancerre Pascal Jolivet 2017 (France)（ソーヴィニョンブラン）  ¥11,600 

スタッグス リープ ワイナリー シャルドネ 

Stags’ Leap Winery Chardonnay 2017 (USA)（シャルドネ）  ¥16,200 

 Red Wine 
 Glass (150ml) Bottle (750ml) 

 
ベリンジャー ファウンダーズ エステート メルロー 

Beringer Founder’s Estate Merlot (USA) (メルロー) ¥1,500 ¥6,900 

シャトー セント ジーン カリフォルニア ピノノワール 

Chateau St. Jean California Pinot Noir (USA) (ピノノワール） ¥1,900 ¥8,800 

ブルゴーニュルージュ T.L.べレール 

Bourgogne Rouge T.L. Belair (France)（ピノノワール）  ¥12,500 

バルバレスコ ラ カノーヴァ 

Barbaresco La Ca Nova 2016 (Italy)（ネッビオーロ）  ¥13,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



※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. 

 

 中国赤ワイン Chinese Red Wine 

料理長和栗が奏でる繊細な広東料理と中国の広大な大地で育った新たな赤ワインとの 

マリアージュをお楽しみ下さい。 

Exclusively available at The Westin Tokyo in Tokyo area, our premium Chinese wine selections meticulously 
produced in the pristine XinJiang and NingXia highland areas are the perfect complement to Ryutenmon’s exquisite 
delicacies crafted by Executive Chef Waguri Kunihiko. 
 
 
 
 
  Bottle (750ml) 
シルバーハイツ ファミリーリザーブ 

Silver Heights Family Reserve (Cabernet Sauvignon)  ¥11,900 
カシスの香り、針葉樹の香りが特徴的でありしっかりとしたタンニン、なめらかでありエレガントな味わいを 

ご堪能下さい。 

Intense nose marrying redcurrant and cherry with a delicate herbal dimension. The palate shows seductive balance 
soft tannins and precise aromas of red fruits and chocolate fondant. 

97 points in The Flying Winemaker Award 2016 
シルバーハイツ  ザ サミット 

Silver Heights The Summit (Cabernet Sauvignon, Merlot)  ¥12,500 
ダークベリーフルーツの香り、少し焦げた香り、そして後からゆっくりと熟したフルーツの香りがしてくる、 

メルロブレンドの柔らかさが広がります。 

Intense, complex nose intermixing red berry fruits, black pepper, liquorice and vanilla. Well-balanced palate supported by 
a beautiful structure with well-integrated tannins and superb freshness with chocolate undertones. 

シンジャン ティンサイ ヴィンヤーズ スカイライン オブ ゴビ 

Xinjiang Tiansai Vineyards Skyline of Gobi  (Cabernet Franc)  ¥13,100 
果実味豊かでありながらも酸味がしっかりあり非常にバランスが取れた味わいが特徴です。 

ゴビ砂漠の雄大な景色を感じながらお楽しみください。 

A delicate Cabernet Franc XinJiang Gobi Dessert – one of the largest Chinese wine regions for top quality wines.  
The Cabernet Franc is rich in fruity flavors with firm acidity and well-balanced flavor. 

シンジャン ティンサイ ヴィンヤーズ スカイライン オブ ゴビ 

Xinjiang Tiansai Vineyards Skyline of Gobi  (Marselan)  ¥20,600 
果皮が厚くゴビの太陽によりよく熟した果実が得られ、エキゾチックスパイスの香りが特徴であり 

タンニンも多く濃厚なタイプのワインです。 

An award winning wine made from Marselan from the pristine XinJiang highlands - matured in French oak barrels for 
a rich and velvety texture with smooth tannins and exotic spice notes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



※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. 

 

 紹興老酒 原酒 Shaoxing Rice Wine 
 
 
 

2005 年冬至仕込み 原酒甕入り 
Shaoxing Rice Wine aged in original earthenware pot (2005 winter solstice) 

 紹興より手を加えず甕のまま取り寄せたピュアな逸品です。 
 ストレートが一番香りをお楽しみ頂く事が出来ます。 

Glass (100ml) Carafe (500ml) 
¥2,200 ¥10,500 

 
 
 
 
 Glass (100ml) Bottle (500ml) 

 
 熟成 5 年原酒 100％ ¥1,400 ¥6,300 
 Shaoxing Rice Wine 5 years old - unblended 

 熟成 15 年原酒 100％ ¥3,000 ¥13,700 
 Shaoxing Rice Wine 15 years old – unblended 

 熟成 20 年原酒 100％ ¥4,000 ¥18,700 
 Shaoxing Rice Wine 20 years old - unblended 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



※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. 

 Beer 
 青島 プレミアム（小瓶）  ¥1,300 
 Tsingtao Premium 

 サッポロ黒ラベル（小瓶）  ¥1,400 
 Sapporo Black Label 

 エビス 生ビール  ¥1,700 
 Yebisu Draft 

 エビス マイスター 生ビール  ¥1,700 
 Yebisu Meister Draft 

  
 

 Chinese Liqueur 
 貴梅酒  ¥1,000 
 Gui Mei Chiew (Chinese Plum Liqueur) 

 杏露酒  ¥1,000 
 Shin Lu Chiew (Chinese Apricot Liqueur) 

 桂花陳酒  ¥1,000 
 Kuei Hua Chen Chiew (Chinese Osmanthus Liqueur)  

 
 

 Scotch Whisky 
 シーバス リーガル 12 年  ¥1,700 
 Chivas Regal 12 Years 

 
 

 Japanese Liqueur 
 麦焼酎 吉四六  ¥1,400 
 Kicchomu (Wheat Sho-chu) 

 芋焼酎 庵千貫  ¥1,400 
 Iorisengan (Sweet Potato Sho-chu) 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

【ミックスドリンク】   ソーダ ¥300  ミネラルウォーター ¥300 
   Mixer Selection        Soda           Mineral Water 



※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. 

 

 Scotch Whisky Malt Whisky 
シーバス リーガル 12 年 ¥1,700 ザ・グレンリベット 12 年 ¥1,900 
Chivas Regal 12 years The Glenlivet 12 years 
シーバス リーガル 18 年 ¥3,400 ザ・グレンリベット 15 年 ¥2,500 
Chivas Regal 18 year The Glenlivet 15 years 
シーバス リーガル 25 年 ¥5,600 ザ・グレンリベット 18 年 ¥3,500 
Chivas Regal 25 years The Glenlivet 18 years 
ロイヤル サルート 21 年 ¥3,800 ザ・グレンリベット 21 年 ¥5,600 
Royal Salut 21 years The Glenlivet 21 years 
  ザ・グレンリベット 25 年  ¥11,700 
  The Glenlivet 25 years 
 
 

 Japanese Whisky Irish Whisky 
碧 ¥2,400 ジェイムソン ¥1,200 
AO  John Jameson 
イチローズモルトプライベートカスク 
Ichiro’s Malt Private Cask ¥4,200 
 
 

 Gin Cognac 
プリマス ¥1,400 マーテル VSOP ¥2,700 
Plymouth  Martell VSOP 
モンキー47 ¥3,000 マーテル XO ¥2,700 
Monkey 47  Martell XO 
  マーテル コルドンブルー ¥3,900 
  Martell Cordon Blue 
 
 

 VodKa Tequila 
アブソルート ¥1,500 オルメカ ブランコ ¥1,400 
Absolut   Olmeca Blanco 
アブソルート マンダリン ¥1,600  オルメカ レポサド ¥1,400 
Absolut Mandari   Olmeca Reposado 
アブソルート シトロン ¥1,600   

Absolut Citron 
アブソルート カラント ¥1,600   

Absolut Kurant 
アブソルート エリクス ¥1,700   

Absolut Elyx 
 
 
 
 
 
 
  

【ミックスドリンク】   ソーダ ¥300  ミネラルウォーター ¥300 
   Mixer Selection        Soda           Mineral Water 



※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. 

 

 龍天門 オリジナルカクテル Ryutenmon Original Cocktails 
 

爽やかで上品な味わいのジン「Star of Bombay」を使用した当店オリジナルカクテルをご用意いたしました。 
Enjoy our elegantly crafted original cocktails with a Chinese twist featuring Star of Bombay gin. 

 
 
 
数量限定  水出しの中国茶とジンを使用した 2 種類のカクテル Cold Brew Tea Cocktails 
どちらもすっきりとした味わいで中国料理によく合います。ドライフルーツとご一緒にお楽しみください。 

ドラゴンボール 

［龍 球 Dragon Ball］ 

凍頂烏龍茶とジンをあわせた爽やかな味わい ¥1,700 
Refreshing Dong-ding oolong-based gin cocktail 

ドラゴンスター 

［龍 星 Dragon Star］ 
嶺頭単叢とジンをあわせたフルーティーな味わい ¥1,700 
Ling-tou oolong-based gin cocktail with fruity floral notes 

 
 
中国料理特有のスパイスを使用した 3 種類のジントニック Chinese Spice-infused Cocktails 

ヴィクトリアハーバー 

［Victoria Harbour］ 
レモンとスターアニスが印象的なジントニック ¥1,700 
Gin tonic infused with lemon and star anise 

スタンレー 

［Stanley］  
オレンジとシナモンがほのかに香るジントニック ¥1,700 
Gin tonic infused with orange and cinnamon 

ウォンタイシン 

［Wong Tai Sin］ 
中国の代表的なミックススパイス「五香粉」とアプリコットを使用したジントニック ¥1,700 

Gin tonic infused with five spice powder and apricot¥ 

 
 
食後にさっぱりとしたデザートカクテルはいかがですか Dessert Cocktail 

キョウカスイゲツ 

［鏡花水月 Kyo-ka-sui-getsu］ 

杏仁豆腐、マンゴー、ジンをあわせた「食べるデザートカクテル」 ¥1,900 

Cocktail dessert with almond jelly, mango and gin 

 
 
  



※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. 

 

 Non-Alcohol 

ノン アルコール 梅酒 (200ml)  ¥800 
Non-Alcoholic Gui Mei Chiew Plum Drink 
サッポロ プレミアムアルコールフリー ¥1,200 
Sapporo Premium Alcohol Free 
デュク・ドゥ・モンターニュ（ノンアルコールスパークリングワイン 200ml） ¥1,400 

Duc de Montagne（Non-Alcoholic Sparkling Wine) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Soft Drink 
  Glass     Pot (1000ml) 
アイスジャスミン茶  Iced Jasmine Tea ¥900 ¥3,400 
烏龍茶  Iced Oolong Tea ¥900 ¥3,400 
黒烏龍茶  Iced Black Oolong Tea ¥1,100 ¥4,500 
ジンジャーエール  Ginger Ale ¥900 
ペプシコーラ  Pepsi Cola ¥900 
ペプシコーラゼロ  Pepsi Cola Zero ¥900 
アップルタイザー  Appletiser ¥1,000 
 
 

 Juice 

アップル Apple ¥900 
マンゴー Mango ¥900 
グレープフルーツ Grapefruit ¥900 
オレンジ Orange ¥1,400 
 
 

 Mineral Water 
      Bottle 
富士ミネラルウォーター Fuji Mineral Water (360ml) ¥900 
エビアン Evian (750ml) ¥1,300 
サンペレグリノ San Pellegrino (750ml) ¥1,300 
ペリエ  Perrier (750ml)  ¥1,300 
 
 

  

【ミックスドリンク】  ソーダ ¥300   ミネラルウォーター ¥300 

  Mixer Selection   Soda           Mineral Water 

 



※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. 

 龍天門特選 銘茶 Specialty Teas 
    Pot 
【烏龍茶 Oolong Tea】  

文山
ぶ ん さ ん

包
ほ う

種
し ゅ

 香ばしい甘みの香りとすがすがしくさわやかな味わい ¥2,000 
Wenshan Pouchong            A fragrant and refreshing oolong with a mild sweetness 

武夷
ぶ い

岩
が ん

茶
ち ゃ

  キンモクセイのような上品な香りと甘味 ¥2,000 
Wuyi Rock Tea                High mountain oolong with an elegant osmanthus aroma 

嶺
りょう

頭
と う

単
た ん

欉
そ う

 マスカットのような爽やかな果実香と花蜜のような優しい甘味 ¥2,500 
Lingtou Single Branch           A refreshing oolong with a Muscat-like honey aroma 

凍
と う

頂
ちょう

烏
う ー

龍
ろ ん

茶
ち ゃ

 台湾４大銘茶のひとつ 独特の爽やかな香り ¥2,800 
Dongding Oolong  One of the most famous oolongs in Taiwan with a unique aroma and freshness    

【紅茶 Black Tea】 

金
きん
芽
が
紅茶
こうちゃ

 蜂蜜のような甘い香りと香ばしく華やかな味わい ¥2,000 
Golden Tea Buds           A fragrant honey-like black tea with refined, gorgeous flavors 

【白茶 White Tea】 

特級
とっきゅう

白牡丹
は く ぼ た ん

  弱発酵茶 ハーブティーのような爽やかな香りと心地よい渋み ¥2,400 
White Peony                  A lightly fermented white tea with an herb-like aroma and freshness 

【花茶 Blooming Tea】 

開運
か い う ん

花
か

藍
ら ん

 香り高く見た目も楽しい ジャスミン工芸茶 ¥2,500 
Blooming Jasmine             A beautifully crafted jasmine tea that is a feast to the eyes  

赤い
あか い

糸
いと

 中国歴代皇帝・貴人達に愛されたという古典蘭花茶 ¥2,700 
Akai Ito Orchid tea             An elegant orchid tea loved by ancient emperors 

甘
かん
菊花
き っ か

 目の疲れや喉の渇きを和らげる作用がある ノンカフェイン茶 ¥2,700 
Chrysanthemum            Caffeine-free tea that relieves eyestrain and dry throat 

【緑茶 Green Tea】 

新昌
しんしょう

龍
ろ ん

井
じ ん

 中国緑茶の代表格 香ばしさときめ細かい旨味 ¥2,700 
Xinchang Longjing              Iconic Chinese green tea with refined umami flavors 

【黒茶 Pu’er Tea】 

珍蔵普洱
ちんぞうぷーある

 原始林を思わせる深みある香りと芳醇な味わい ¥2,800 

Aged Pu’er (25years)            Deep fragrance and rich flavor reminiscent of the primeval forest 

水出し中国銘茶 
Exquisite Cold-brew Chinese Teas 

24時間かけて抽出した香り高い冷たい銘茶です。 
ワゴンにてご用意しております。 

Savor a fine selection of cold-brew Chinese teas from our tea wagon, 
all extracted over 24 hours to bring out the maximum aroma 

 

¥900  
Glass (160ml) 

 




