
※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.

ジャパニーズウィスキー
Japanese Whisky 

イチローズモルトダブルディスティラリーズ
Ichiroʼs Malt Double Distilleries

¥3,300 (S)
¥6,500 (D)

イチローズモルトミズナラウッドリザーブ
Ichiroʼs Malt Mizunara Wood Reserve

¥3,300 (S)
¥6,500 (D)

イチローズモルトワインウッドリザーブ
Ichiroʼs Malt Wine Wood Reserve

¥3,300 (S)
¥6,500 (D)

イチローズモルト オンザウェイ 2019
Ichiro’s Malt On the way 2019

¥3,500 (S)
¥6,900 (D)

イチローズモルト

モルトアンドグレーンリミテッドエディション
Ichiroʼs Malt Malt & Grain Limited Edition

¥4,000 (S)
¥7,900 (D)

イチローズモルト
プライベートカスク for ウェスティン東京 
Ichiro’s Malt & Grain 
for The Westin Tokyo 

¥4,200 (S)
¥8,300 (D)

イチローズモルト ピーテッド 2018
Ichiro’s Malt The Peated 2018

¥4,300 (S)
¥8,500 (D)

イチローズモルト

モルトアンドグレーン 2019 リミテッド
Ichiroʼs Malt Malt & Grain Limited Edition 2019

10ml ¥11,700 



※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. 

ジャパニーズウィスキー                                        
Japanese Whisky 

碧 
Ao 

¥2,400 (S) 
¥4,700 (D) 

知多 
Chita 

¥2,400 (S) 
¥4,700 (D) 

エッセンスオブサントリー クリーンタイプ 
The Essence of Suntory Blended Clean type 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

エッセンスオブサントリー リッチタイプ 
The Essence of Suntory Blended Rich type 

¥5,000 (S) 
¥9,900 (D) 

白州 18 年 
Hakushu 18 Years Old 

¥5,600 (S) 
¥11,100 (D) 

白州 25 年 
Hakushu 25 Years Old 

¥37,300 (S) 
¥74,500 (D) 

響 ブレンダーズチョイス 
Hibiki Blenders choice 

¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

響 21 年 
Hibiki 21 Years Old 

¥5,800 (S) 
¥11,500 (D) 

響 30 年 
Hibiki 30 Years Old 

¥37,300 (S) 
¥74,500 (D) 

山崎 12 年 
Yamazaki 12 Years Old 

¥3,700 (S) 
¥7,300 (D) 

山崎 18 年 
Yamazaki 18 Years Old 

¥5,000 (S) 
¥9,900 (D) 

山崎 25 年 
Yamazaki 25 Years Old 

¥37,300 (S) 
¥74,500 (D) 

  



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は 

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors. 

ジャパニーズウィスキー                    
Japanese Whisky 

岩井トラディショナルワインカスクフィニッシュ 
Iwai Traditional Wine Cask Finish  

¥1,200 (S) 
¥2,300 (D) 

宮城峡 
Miyagikyo 

¥1,500 (S) 
¥2,900 (D) 

余市 
Yoichi 

¥1,500 (S) 
¥2,900 (D) 

マルス モルテージ コスモ モルトセレクション 
MARS MALTAGE COSMO Malt Selection  

¥2,000 (S) 
¥3,900 (D) 

駒ケ岳 リミテッドエディション 2019 
Komagatake Limited edition 2019 

¥2,400 (S) 
¥4,700 (D) 

厚岸ファウンデーション 1 ノンピーテッド 
Akkeshi Foundations 1 Non-peated 

¥3,500 (S) 
¥6,900 (D) 

厚岸ファウンデーション 2 ピーテッド 
Akkeshi Foundations 2 Peated 

¥3,700 (S) 
¥7,300 (D) 

厚岸ファウンデーション 4 ブレンデッド 
Akkeshi Foundations 4 Blended 

¥4,600 (S) 
¥9,100 (D) 

厚岸ファウンデーション 3 ノンピートミズナラカスク 
Akkeshi Foundations 3 Non-peated mizunara cask 

¥6,800 (S) 
¥13,600 (D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は 

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors. 

ジャパニーズウィスキー                    
Japanese Whisky 

戸河内 
Togouchi 

¥1,100 (S) 
¥2,100 (D) 

戸河内 8 年 
Togouchi 8 Years Old 

¥1,400 (S) 
¥2,700 (D) 

山桜 ピュアモルト 
Yamazakura Pure Malt 

¥2,200 (S) 
¥4,300 (D) 

ホワイトオーク シングルモルト アカシ 
White Oak Single Malt Akashi 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

ホワイトオーク シングルモルト 

アカシ 3 年日本酒カスク 
White Oak Single Malt 
Akashi 3 Years old Sake Cask 

¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

ホワイトオーク シングルモルト 

アカシ 5 年テキーラカスク 
White Oak Single Malt 
Akashi 5 Years old Tequila Cask 

¥5,800 (S) 
¥11,500 (D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



※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. 

ハイランドウィスキー                                        
Highland Whisky 

アバフェルディ 12 年 
Aberfeldy 12 Years Old 

¥2,000 (S) 
¥3,900 (D) 

アンノック 12 年 
anCnoc 12 Years Old 

¥2,400 (S) 
¥4,700 (D) 

アンノック 18 年 
anCnoc 18 Years Old 

¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

アンノック 24 年 
anCnoc 24 Years Old 

¥5,600 (S) 
¥11,100 (D) 

アンノックピートハート 
anCnoc Peat Heart 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

アンノック 2001 シングルカスク #988 
anCnoc 2001 single cask #988 

¥7,900 (S) 
¥15,700 (D) 

バルブレア 12 年 
Balblair 10 Years Old 

¥2,200 (S) 
¥4,300 (D) 

バルブレア 15 年 
Balblair 15 Years Old 

¥3,400 (S) 
¥6,700 (D) 

バルブレア 18 年 
Balblair 18 Years Old 

¥5,900 (S) 
¥11,700 (D) 

バルブレア エクスクルーシブラベル 
Balblair Exclusive Label 

¥5,400 (S) 
¥10,700 (D) 

クライヌリッシュ 14 年 
Clynelish 14 Years Old 

¥2,200 (S) 
¥4,300 (D) 

ダルモア 2001 コニサーズチョイス 
Dalmore 2001 Connoisseurs Choice 

¥2,900 (S) 
¥5,700 (D) 

ダルモア シガーモルト 
Dalmore Cigar Malt 

¥3,800 (S) 
¥7,500 (D) 

 



※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. 

ハイランドウィスキー                                      
Highland Whisky 

デヴェロン 12 年 
Deveron 12 Years Old 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

デヴェロン 18 年 
Deveron 18 Years Old 

¥3,000 (S) 
¥5,900 (D) 

エドラダワー 10 年 
Edradour 10 years old 

¥2,000 (S) 
¥3,900 (D) 

グレンカダム 1993 コニサーズチョイス 
Glencadam 1993 Connoisseurs Choice 

¥5,300 (S) 
¥10,500 (D) 

グレンモーレンジ 10 年 
Glenmorangie 10 Years Old 

¥2,200 (S) 
¥4,300 (D) 

グレンモーレンジ ラサンタ 
Glenmorangie Lasanta 

¥2,400 (S) 
¥4,700 (D) 

グレンモーレンジ キンタルバン 
Glenmorangie Quinta Ruban 

¥2,400 (S) 
¥4,700 (D) 

グレンモーレンジ ネクタードール 
Glenmorangie Nectar D'Or 

¥2,800 (S) 
¥5,500 (D) 

グレンモーレンジ アルタ 
Glenmorangie Allta 

¥3,000 (S) 
¥5,900 (D) 

グレンモーレンジ 18 年 
Glenmorangie 18 Years Old 

¥3,800 (S) 
¥7,500 (D) 

グレンモーレンジ シグネット 
Glenmorangie Signet 

¥4,700 (S) 
¥9,300 (D) 

グレンタレット 2002 マクファイルズコレクション 
Glenturret 2002 Macphail’s collection 

¥2,700 (S) 
¥5,300 (D) 

マクダフ 2000 コニサーズチョイス 
Macduff 2000 Connoisseurs Choice 

¥2,900 (S) 
¥5,700 (D) 

  



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は 

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors. 

ハイランドウィスキー                                   
Highland Whisky 

オールドプルトニー 12 年 
Old Pulteney 12 Years  Old 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

オールドプルトニー ハダート 
Old Pulteney Huddart 

¥2,700 (S) 
¥5,300 (D) 

オールドプルトニー 17 年 
Old Pulteney 17 Years  Old 

¥3,800 (S) 
¥7,500 (D) 

オールドプルトニー 15 年 
Old Pulteney 15 Years  Old 

¥4,000 (S) 
¥7,900 (D) 

オールドプルトニー 21 年 
Old Pulteney 21 Years  Old 

¥4,200 (S) 
¥8,300 (D) 

オールドプルトニー 18 年 
Old Pulteney 18 Years  Old 

¥4,400 (S) 
¥8,700 (D) 

オールドプルトニー 2006 シングルカスク #1415 
Old Pulteney 2006 single cask #1415 

¥5,100 (S) 
¥10,100 (D) 

オールドプルトニー 2006 シングルカスク #2058 
Old Pulteney 2006 single cask #2058 

¥5,100 (S) 
¥10,100 (D) 

オールドプルトニー 35 年 
Old Pulteney 35 Years Old 

¥22,400 (S) 
¥44,700 (D) 

オーバン 14 年 
Oban 14 Years Old 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

ロイヤルロッホナガー セレクテッドリザーブ 
Royal Lochnagar Selected Reserve 

¥6,900 (S) 
¥13,700 (D) 

 
 



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は 

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors. 

ハイランドウィスキー                                        
Highland Whisky 

ロイヤルブラックラ 12 年 
Royal Brackla 12 Years  Old 

¥2,400 (S) 
¥4,700 (D) 

ロイヤルブラックラ 16 年 
Royal Brackla 16 Years Old 

¥3,000 (S) 
¥5,900 (D) 

ロイヤルブラックラ 1998 コニサーズチョイス 
Royal Brackla 1998 Connoisseurs Choice 

¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

ロイヤルロッホナガー 12 年 
Royal Lochnagar 12 Years old 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

トマーティン 12 年 
Tomatin 12 Years Old 

¥2,200 (S) 
¥4,300 (D) 

トマーティン 14 年 ポートカスク 
Tomatin 14 Years Old Port casks 

¥2,700 (S) 
¥5,300 (D) 

トマーティン カスクストレングス 
Tomatin Cask strength 

¥2,700 (S) 
¥5,300 (D) 

トマーティン 18 年 
Tomatin 18 Years Old 

¥3,500 (S) 
¥6,900 (D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



※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. 

スペイサイド ウィスキー                                       
Speyside Whisky 

オルトモア 12 年 
Aultmore 12 Year Old 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

オルトモア 18 年 
Aultmore 18 Year Old 

¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

オルトモア 25 年 
Aultmore 25 Year Old 

¥8,800 (S) 
¥17,500 (D) 

ベンロマック 10 年 
Benromach 10 Year Old 

¥1,800 (S) 
¥3,500 (D) 

ベンロマック オーガニック 
Benromach Organic 

¥2,400 (S) 
¥4,700 (D) 

ベンロマック 15 年 
Benromach 15 Year Old 

¥3,400 (S) 
¥6,700 (D) 

クラガンモア 12 年 
Cragganmore 12 Year Old 

¥2,000 (S) 
¥3,900 (D) 

クラガンモア ディスティラーズエディション 2016 
Cragganmore Distillers Edition 2016 

¥2,200 (S) 
¥4,300 (D) 

クライゲラキ 13 年 
Craigellachie 13 Year Old 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

クライゲラキ 17 年 
Craigellachie 17 Year Old 

¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

グレンフィディック 12 年 
Glenfiddich 12 Year Old 

¥2,200 (S) 
¥4,300 (D) 

グレンフィディック 18 年 
Glenfiddich 18 Year Old 

¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

グレンフィディック アイピーエー 
Glenfiddich IPA 

¥4,400 (S) 
¥8,700 (D) 

 



※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. 

スペイサイド ウィスキー                                
Speyside Whisky 

ザ・グレンリヴェット 12 年 
The Glenlivet 12 Years Old  

¥1,900 (S) 
¥3,700 (D) 

ザ・グレンリヴェット 15 年 
The Glenlivet 15 Year Old 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

ザ・グレンリヴェットナデューラ 
ファーストフィル バーボンバレル 
The Glenlivet Nadurra First fill Bourbon barrel 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

ザ・グレンリヴェットナデューラ オロロソ 
The Glenlivet Nadurra Oloroso 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

ザ・グレンリヴェットナデューラ ピーテッド 
The Glenlivet Nadurra Peated 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

ザ・グレンリヴェット 18 年 
The Glenlivet 18 Year Old 

¥3,500 (S) 
¥6,900 (D) 

ザ・グレンリヴェット コード 
The Glenlivet Code 

¥3,800 (S) 
¥7,500 (D) 

ザ・グレンリヴェット 21 年 
The Glenlivet 21 Year Old 

¥5,600 (S) 
¥11,100 (D) 

ザ・グレンリヴェット 

シングルカスク for japan 2019 
The Glenlivet single cask for japan 2019 

¥10,700 (S) 
¥21,300 (D) 

ザ・グレンリヴェット 25 年 
The Glenlivet 25 Year Old 

¥11,700 (S) 
¥23,300 (D) 

グレンファークラス 105  
Glenfarclas 105 

¥2,700 (S) 
¥5,300 (D) 

グレンファークラス 17 年 
Glenfarclas 17 Year Old 

¥3,000 (S) 
¥5,900 (D) 

ザ・バルヴェニー 12 年ダブルウッド 
The Balvenie 12 Year Old,Double Wood 

¥3,100 (S) 
¥6,100 (D) 

  



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は 

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors. 

スペイサイド ウィスキー                                     
Speyside Whisky 
オスロスク 1996 コニサーズチョイス 
Auchroisk 1996 Connoisseurs Choice 

¥4,500 (S) 
¥8,900 (D) 

オルトモア 2005 コニサーズチョイス 
Aultmore 2005 Connoisseurs Choice 

¥2,800 (S) 
¥5,500 (D) 

バルメナック 2006 コニサーズチョイス 
Balmenach 2006 Connoisseurs Choice 

¥3,000 (S) 
¥5,900 (D) 

ベンリアック 1997 コニサーズチョイス 
Benriach 1997 Connoisseurs Choice 

¥5,100 (S) 
¥10,100 (D) 

ベンリネス 1997 コニサーズチョイス 
Benrinnes 1997 Connoisseurs Choice 

¥2,900 (S) 
¥5,700 (D) 

ブレアアソール 2006 コニサーズチョイス 
BlairAthol 2006 Connoisseurs Choice 

¥3,000 (S) 
¥5,900 (D) 

ブレイヴァル 1998 コニサーズチョイス 
Breaval 1998 Connoisseurs Choice 

¥4,500 (S) 
¥8,900 (D) 

クライゲラキ 1997 コニサーズチョイス 
Craigellachie 1997 Connoisseurs Choice 

¥10,100 (S) 
¥20100 (D) 

ダルユーイン 2002 コニサーズチョイス 
Dailuaine 2002 Connoisseurs Choice 

¥2,900 (S) 
¥5,700 (D) 

ダフタウン 2006 コニサーズチョイス 
Dufftown 2006 Connoisseurs Choice 

¥2,800 (S) 
¥5,500 (D) 

グレンエルギン 1998 コニサーズチョイス 
GlenElgin 1998 Connoisseurs Choice 

¥4,900 (S) 
¥9,700 (D) 

グレンキース 1997 コニサーズチョイス 
Glen keith 1997 Connoisseurs Choice 

¥5,600 (S) 
¥11,100 (D) 

グレンスペイ 2004 コニサーズチョイス 
Glenspey 2004 Connoisseurs Choice 

¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

  



※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. 

スペイサイド ウィスキー                                     
Speyside Whisky 

グレンダラン 2001 コニサーズチョイス 
Glen Dullan 2001 Connoisseurs Choice 

¥3,500 (S) 
¥6,900 (D) 

グレンロッシー 1997 コニサーズチョイス 
Glen Lossie 1997 Connoisseurs Choice 

¥3,900 (S) 
¥7,700 (D) 

インチガワー 2000 コニサーズチョイス 
Inchgower 2000 Connoisseurs Choice 

¥3,500 (S) 
¥6,900 (D) 

マノックモア 1994 コニサーズチョイス 
Mannochmore 1994 Connoisseurs Choice 

¥5,600 (S) 
¥11,100 (D) 

スペイバーン 2004 コニサーズチョイス 
Speyburn 2004 Connoisseurs Choice 

¥3,000 (S) 
¥5,900 (D) 

ティーニニック 2004 コニサーズチョイス 
Teaninich 2004 Connoisseurs Choice 

¥3,000 (S) 
¥5,900 (D) 

トマーティン 1996 コニサーズチョイス 
Tomatin 1996 Connoisseurs Choice 

¥6,100 (S) 
¥12,100 (D) 

トーモア 1997 コニサーズチョイス 
Tormore 1997 Connoisseurs Choice 

¥4,000 (S) 
¥7,900 (D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は 

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors. 

スペイサイド ウィスキー                                 
Speyside Whisky 

ザ・シングルトン オブ ダフタウン 12 年 
The Singleton of Dufftown 12 Year Old 

¥1,900 (S) 
¥3,700 (D) 

ザ・シングルトン オブ ダフタウン 18 年 
The Singleton of Dufftown 18 Year Old 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

ザ・グレンロセスビンテージ レゼルバ 
The Glenrothes Vintage Reserva 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

ザ・グレンロセス 1997 
The Glenrothes 1997 

¥4,700 (S) 
¥9,300 (D) 

グレントファース 1994 
Glentauchers 1994 

¥4,300 (S) 
¥8,500 (D) 

グレントファース 1996 
Glentauchers 1996 

¥4,300 (S) 
¥8,500 (D) 

グレントファース エクスクルーシブラベル 
Glentauchers Exclusive Label 

¥5,600 (S) 
¥11,200 (D) 

ロングモーン 1997 18 年 
Longmorn 1997 18 Year Old 

¥4,200 (S) 
¥8,300 (D) 

モートラックレアオールド 
Mortlach Rare Old 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

モートラック 18 年 
Mortlach 18 Year Old 

¥6300 (S) 
¥12,500 (D) 

 
 
 
  



※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. 

スペイサイド ウィスキー                                 
Speyside Whisky 

ザ・マッカラン 12 年 シェリーオーク 
The Macallan 12 Year old Sherry oak 

 ¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

ザ・マッカラン 12 年 ダブルカスク 
The Macallan 12 Year old Double cask 

 ¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

ザ・マッカラン 12 年 トリプルカスク 
The Macallan 12 Year old Triple cask 

 ¥3,400 (S) 
¥6,700 (D) 

ザ・マッカラン 18 年 
The Macallan 18 Year Old 

 ¥5,300 (S) 
¥10,500 (D) 

ザ・マッカラン レアカスク ブラック 
The Macallan Rare Cask Black 

 ¥18,700 (S) 
¥37,300 (D) 

ザ・マッカランリフレクション 
The Macallan Reflexion 

10ml 
15ml  
1 glass 

¥10,000 
¥15,000 
¥37,300 

ザ・マッカラン 1981 32 年 
The Macallan 1981 32 Year Old 

10ml  
15ml  
1 glass 

¥6,500 
¥9,500 
¥24,400 

ザ・マッカラン 1981 34 年 
The Macallan 1981 34 Year Old 

10ml  
15ml  
1 glass 

¥6,500 
¥9,500 
¥24,400 

 
 
 
  



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は 

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors. 

アイラ ウィスキー                                       
Islay Whisky 

アードベッグ ウーガダール 
Ardbeg Uigeadail 

¥2,200 (S) 
¥4,300 (D) 

アードベッグ アンオー 
Ardbeg An Oa 

¥2,400 (S) 
¥4,700 (D) 

アードベッグ 10 年 
Ardbeg 10 Years old 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

アードベッグ コリーヴレッカン 
Ardbeg Corryvreckan 

¥3,000 (S) 
¥5,900 (D) 

アードベッグ ドラム 
Ardbeg Drum 

¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

アードベッグ ケルピー 
Ardbeg Kelpie 

¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

アードベッグ スーパーノヴァ 2019 
Ardbeg Supernova 2019 

¥5,000 (S) 
¥9,900 (D) 

ボウモア 12 年 
Bowmore 12 Year old 

¥2,100 (S) 
¥4,100 (D) 

ボウモア 15 年 ダーケスト 
Bowmore 15 Year old Darkest 

¥2,900 (S) 
¥5,700 (D) 

ボウモア 18 年 
Bowmore 18 Years old 

¥3,300 (S) 
¥6,500 (D) 

ボウモアヴォルト 
Bowmore Vaults 

¥3,300 (S) 
¥6,500 (D) 

ボウモア 25 年 
Bowmore 25 Years old 

¥16,800 (S) 
¥33,500 (D) 



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors.

アイラ ウィスキー
Islay Whisky 
ブルイックラディ ザ・クラシック・ラディ 
Bruichladdich The Classic Laddie 

¥2,400 (S)
¥4,700 (D)

ブルイックラディ ベアバーレイ 
Bruichladdich Bere barley 

¥3,000 (S)
¥5,900 (D)

ブルイックラディ ザ・ラディ 16 年 
Bruichladdich The Laddie 16 years Old 

¥3,500 (S)
¥6,900 (D)

ブナハーブン 12 年 
Bunnahabhain12 years Old 

¥2,200 (S)
¥4,300 (D)

カリラ 12 年
Caol Ila 12 years Old

¥1,900 (S)
¥3,700 (D)

カリラ ディスティラーズエディション 2016
Caol Ila Distillers Edition 2016

¥2,200 (S)
¥4,300 (D)

カリラ 18 年
Caol Ila 18 years Old

¥3,000 (S)
¥5,900 (D)

カリラ 2003 コニサーズチョイス
Caol Ila 2003 Connoisseurs Choice

¥3,000 (S)
¥5,900 (D)

カリラオールドモルトカスク 6 年
Caol Ila Old Malt Cask 6 Years Old

¥3,300 (S)
¥6,500 (D)

カリラ 25 年
Caol Ila 25 years Old

¥8,400 (S)
¥16,700 (D)

カリラ 1981 34 年 ゴードン＆マクファイル
Caol Ila 1981 34 years old G&M

¥27,400 (S)
¥54,700 (D)

カリラ XOP 35 年
Caol Ila XOP 35 years old

¥12,500 (S)
¥24,900 (D)

キルホーマン サナイグ
Kilchoman Sanaig

¥2,700 (S)
¥5,300 (D)

キルホーマン マキヤーベイ
Kilchoman Machir Bay

¥2,800 (S)
¥5,500 (D)

キルホーマン オリジナル カスクストレングス
Kilchoman Original Cask Strength

¥4,200 (S)
¥8,300 (D)



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors.

アイラ ウィスキー
Islay Whisky 

ラフロイグ クォーターカスク
Laphroaig Quarter cask

¥2,000 (S)
¥3,900 (D)

ラフロイグ ピーエックスカスク
Laphroaig PX cask

¥2,200 (S)
¥4,300 (D)

ラフロイグ 10 年
Laphroaig 10 Year Old

¥2,800 (S)
¥5,500 (D)

ラフロイグ ロア
Laphroaig Lore

¥2,900 (S)
¥5,700 (D)

ラフロイグ アンカンモー
Laphroaig An Cuan Mor

¥3,300 (S)
¥6,500 (D)

ラガブーリン 16 年
Lagavulin 16 Year Old

¥2,800 (S)
¥5,500 (D)

ラガブーリン ディスティラーズエディション 2016
Lagavulin Distillers Edition 2016

¥2,900 (S)
¥5,700 (D)

メイン バライル アイラ 2000 15 年
Mhain Baraille Islay 2000  15 Year Old

¥4,400 (S)
¥8,700 (D)

ポートシャーロット スコティッシュバーレイ 
Port Charlotte Scottish Barley 

¥2,200 (S)
¥4,300 (D)

ポートシャーロット アイラバーレイ 
Port Charlotte Islay Barley 

¥2,400 (S)
¥4,700 (D)

シルバーシール ポートエレン 18 年
Silver Seal Port Ellen 18 Year Old

ポートエレン 1979 レアオールド 
Port Ellen 1979 Rare Old 

10ml        ¥10,600 
15ml        ¥16,000 
1glass      ¥39,800 

10ml ¥11,900 
15ml ¥17,500 
1glass      ¥43,600 



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors.

ローランド ウィスキー
Lowland Whisky 

オーヘントッシャン 12 年
Auchentoshan 12 Year Old

¥2,000 (S)
¥3,900 (D)

オーヘントッシャンスリーウッド
Auchentoshan Three Wood

¥2,900 (S)
¥5,700 (D)

ブラッドノック 1993 コニサーズチョイス 
Bladnoch 1993 Connoisseurs Choice 

¥6,600 (S)
¥13,100 (D)

グレンキンチー 
ディスティラーズエディション 2016 
Glenkinchie Distillers Edition 2016 

¥2,000 (S)
¥3,900 (D)

キャンベルタウン ウィスキー
Campbeltown Whisky 

キャンベルタウンロッホ 21 年
Campbeltown Loch 21 Year Old

¥3,900 (S)
¥7,700 (D)

グレンスコシア ダブルカスク 
Glenscotia Double Cask 

¥2,400 (S)
¥4,700 (D)

グレンスコシア 15 年 
Glenscotia 15 Year Old 

¥2,500 (S)
¥4,900 (D)

グレンスコシア ビクトリアーナ 
Glenscotia Victoriana 

¥3,300 (S)
¥6,500 (D)

ヘーゼルバーン 10 年
Hazelburn 10 Year Old

¥1,800 (S)
¥3,500 (D)



※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. 

アイランズウィスキー                            
Islands Whisky 

アランモルト 10 年 
Arran Malt 10 Year Old 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

アラン 2006 コニサーズチョイス 
Arran 2006 Connoisseurs Choice 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

アランモルト 18 年 
Arran Malt 18 Year Old 

¥3,300 (S) 
¥6,500 (D) 

ハイランドパーク 12 年 
Highland Park 12 Year Old 

¥2,200 (S) 
¥4,300 (D) 

ハイランドパーク 18 年 
Highland Park 18 Year Old 

¥3,500 (S) 
¥6,900 (D) 

ハイランドパーク ファイアエディション 
Highland Park Fire edition 15 years old 

¥8,800 (S) 
¥17,500 (D) 

ハイランドパーク ザ ライト 
Highland Park The Light 17 years old 

¥8,800 (S) 
¥17,500 (D) 

ハイランドパーク 1995 
Highland Park 1995 

¥5,400 (S) 
¥10,700 (D) 

ハイランドパーク エクスクルーシブラベル 
Highland Park Exclusive Label 

¥5,500 (S) 
¥10,900 (D) 

ハイランドパーク 23 年 A.D.ラトレー 
Highland Park 23 years old A.D.Rattray 

¥6,500 (S) 
¥12,900 (D) 

 
 
  



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は 

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors. 

アイランズウィスキー                                
Islands Whisky 

ジュラ 1997 コニサーズチョイス 
Jura 1997 Connoisseurs Choice 

¥4,400 (S) 
¥8,700 (D) 

レダイグ 1998 コニサーズチョイス 
Ledaig 1998 Connoisseurs Choice 

¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

スキャパ スキレン 
Scapa Skiren 

¥2,700 (S) 
¥5,300 (D) 

タリスカー 10 年 
Talisker 10 Year Old 

¥2,000 (S) 
¥3,900 (D) 

タリスカー ディスティラーズエディション 2016 
Talisker Distillers Edition 2016 

¥2,200 (S) 
¥4,300 (D) 

タリスカー ストーム 
Talisker Storm 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

タリスカー 18 年 
Talisker 18 Year Old 

¥3,300 (S) 
¥6,500 (D) 

タリスカー 25 年 
Talisker 25 Year Old 

¥6,000 (S) 
¥11,900 (D) 

 
 
 
 
 
 
 



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors.

ブレンデッド ウィスキー 
Blended Whisky 

バランタイン 17 年 
Ballantine's 17 Year Old 

¥2,700 (S)
¥5,300 (D)

バランタイン 21 年 
Ballantine's 21 Year Old 

¥4,300 (S)
¥8,500 (D)

バランタイン 30 年 
Ballantine's 30 Year Old 

¥11,200 (S)
¥22,300 (D)

ビッグピート 
Big Peat 

¥2,300 (S)
¥4,500 (D)

シーバスリーガル 12 年
Chivas Regal 12 Year Old

¥1,700 (S)
¥3,300 (D)

シーバスリーガルミズナラ
Chivas Regal Mizunara

¥2,300 (S)
¥4,500 (D)

シーバスリーガル 18 年
Chivas Regal 18 Year Old

¥3,400 (S)
¥6,700 (D)

シーバスリーガル アルティス
Chivas Regal Ultis

¥3,900 (S)
¥7,700 (D)

シーバスリーガル 25 年
Chivas Regal 25 Year Old

¥5,600 (S)
¥11,100 (D)

コンパスボックス ピートモンスター
CompassBox The Peat Monster

¥2,300 (S)
¥4,500 (D)

コンパスボックス スパイスツリー
CompassBox The Spice Tree

¥2,300 (S)
¥4,500 (D)



※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.

ブレンデッド ウィスキー 
Blended Whisky 

カティーサーク 12 年
Cutty Sark 12 Year Old

¥2,000 (S)
¥3,900 (D)

カティーサーク 18 年
Cutty Sark 18 Year Old

¥3,000 (S)
¥5,900 (D)

デュワーズ 12 年 
Dewar's 12 Year Old 

¥2,100 (S)
¥4,100 (D)

デュワーズ 15 年 
Dewar's 15 Year Old 

¥2,200 (S)
¥4,300 (D)

デュワーズ 18 年 
Dewar's 18 Year Old 

¥3,200 (S)
¥6,300 (D)

デュワーズ 25 年 
Dewar's 25 Year Old 

¥5,300 (S)
¥10,500 (D)

グランツ 18 年 
Grantʼs 18 Year Old 

¥2,700 (S)
¥5,300 (D)

ジョニー ウォーカー ブラックラベル 
Johnnie Walker Black Label 

¥1,700 (S)
¥3,300 (D)

ジョニー ウォーカー ダブルブラックラベル 
Johnnie Walker Double Black Label 

¥1,900 (S)
¥3,700 (D)

ジョニー ウォーカー グリーンラベル 
Johnnie Walker Green Label 

¥2,400 (S)
¥4,700 (D)

ジョニー ウォーカー ゴールドラベル 
Johnnie Walker Gold Label 

¥2,600 (S)
¥5,100 (D)

ジョニー ウォーカー プラチナラベル 
Johnnie Walker Platinum Label 

¥2,900 (S)
¥5,800 (D)

ジョニー ウォーカー ブルーラベル 
Johnnie Walker Blue Label 

¥3,700 (S)
¥7,300 (D)



※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. 

ブレンデッド ウィスキー                            
Blended Whisky 

モンキーショルダー 
Monkey Shoulder 

¥2,000 (S) 
¥3,900 (D) 

スケアリーワグ 
Scally wag 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

オールドパー 12 年 
Old Parr 12 Year Old 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

オールドパークラシック 18 年 
Old Parr Classic 18 Year Old 

¥3,300 (S) 
¥6,500 (D) 

ロイヤル ハウスホールド 
Royal Household 

¥5,800 (S) 
¥11,500 (D) 

ロイヤル サルート 21 年 
Royal Salute 21 Year Old 

¥3,800 (S) 
¥7,500 (D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は 

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors. 

アメリカンウィスキー                                
American Whiskey 

ベイカーズ 
Baker’s 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

ベーシル ヘイデン 
Basil Haydenʼs 

¥2,000 (S) 
¥3,900 (D) 

ブラントン 
Blantonʼs 

¥2,000 (S) 
¥3,900 (D) 

バッファロートレース 
Buffalo Trace 

¥2,000 (S) 
¥3,900 (D) 

バレットバーボン 
Bulleit Bourbon 

¥1,800 (S) 
¥3,500 (D) 

フォア ローゼズ プラチナ 
Four Roses Platinum 

¥2,700 (S) 
¥5,300 (D) 

ヘンリーマッケンナ 
Henry Mckenna 

¥1,800 (S) 
¥3,500 (D) 

I.W. ハーパー 12 年 
I.W. Harper 12 Year Old 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

ジャックダニエル ブラック 
Jack Danielʼs Black 

¥1,700 (S) 
¥3,300 (D) 

ジャックダニエル ジェントルマンジャック 
Jack Daniel’s Gentleman Jack 

¥1,900 (S) 
¥3,700 (D) 

ジャックダニエル シングル バレル 
Jack Danielʼs Single Barrel 

¥2,200 (S) 
¥4,300 (D) 

ジャックダニエル ゴールド 
Jack Danielʼs Gold 

¥2,800 (S) 
¥5,500 (D) 

ジャックダニエル シナトラセレクション 
Jack Danielʼs Sinatra Selection 

¥3,800 (S) 
¥7,500 (D) 

  



※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. 

アメリカンウィスキー                                
American Whiskey 

ノブ クリーク 
Knob Creek 

¥2,000 (S) 
¥3,900 (D) 

コーバルミレット 
Koval Millet 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

コーバル バーボン バレル 
Koval Bourbon Barrel 

¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

メーカーズマーク 
Maker's Mark Red Top 

¥1,900 (S) 
¥3,700 (D) 

メーカーズマーク 46 
Maker's Mark 46 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

ミクターズケンタッキーストレートライ 
Michter’s Kentucky Straight Rye 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

ミクターズサワーマッシュ 
Michter’s Sourmash 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

リッテンハウス ライ ボトルド イン ボンド 
RITTENHOUSE RYE BOTTLED IN BOND 

¥1,700 (S) 
¥3,300 (D) 

テンプルトンライ 
Templeton Rye 

¥1,700 (S) 
¥3,300 (D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は 

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors. 

アメリカンウィスキー                                            
American Whiskey 

ワイルドターキー アメリカンハニー 
Wild Turkey American Honey 

¥1,500 (S) 
¥2,900 (D) 

ワイルドターキー 8 年 
Wild Turkey 8 Year Old 

¥1,900 (S) 
¥3,700 (D) 

ワイルドターキー ライ 
Wild Turkey Rye 

¥2,000 (S) 
¥3,900 (D) 

ワイルドターキー 13 年 
Wild Turkey 13 Year Old 

¥2,300 (S) 
¥4,500 (D) 

ウッドフォードリザーブ 
Woodford Reserve 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

ウッドフォードダブルオーク 
Woodford Reserve Double Oaked 

¥2,600 (S) 
¥5,100 (D) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



※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. 

アイリッシュウイスキー                             

Irish Whiskey 

ブラック ブッシュ 
Black Bush 

¥2,200 (S) 
¥4,300 (D) 

カネマラ 12 年 
Connemara 12 Year Old 

¥3,200 (S) 
¥6,300 (D) 

グリーンスポット 
Green spot 

¥2,200 (S) 
¥4,100 (D) 

ジェムソン 
Jameson 

¥1,200 (S) 
¥2,300 (D) 

ジェムソンブラックバレル 
Jameson Black Barrel 

¥2,100 (S) 
¥4,100 (D) 

キルベガン 
Kilbeggan 

¥1,300 (S) 
¥2,500 (D) 

ミドルトンベリーレア 
Midleton Very Rare 

¥7,500 (S) 
¥14,900 (D) 

レッドブレスト 12 年 
Red Breast 12 Year Old 

¥1,700 (S) 
¥3,300 (D) 

レッドブレスト 15 年 
Red Breast 15 Year Old 

¥2,500 (S) 
¥4,900 (D) 

レッドブレスト 21 年 
Red Breast 21 Year Old 

¥4,800 (S) 
¥9,500 (D) 

 
 
 



※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.

アイリッシュウイスキー

Irish Whiskey 

ティ－リング 2004 ポートカスク
Teeling 2004 Port Cask

¥3,000 (S)
¥5,900 (D)

ティ－リング 2001 シェリーカスク
Teeling 2002 Sherry Cask

¥3,500 (S)
¥6,900 (D)

ティ－リング シングルモルト 2002 バーボンカ

スク
Teeling Single Malt 2002 Bourbon Cask

¥3,500 (S)
¥6,900 (D)

ティ－リング 2005 ブランデーカスク
Teeling 2005 Brandy Cask

¥3,700 (S)
¥7,400 (D)

ウェストコークシングルモルト 10 年
West Cork Single malt 10 Year Old

¥1,500 (S)
¥2,900 (D)

ウェストコーク

シングルモルト 10 年バーボンバレル
West Cork
Single malt 10 Year Old Bourbon Barrel

¥1,500 (S)
¥2,900 (D)

ウェストコークカスクストレングス
West Cork Cask Strength

¥1,600 (S)
¥3,100 (D)



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors.

カナディアン ウイスキー

Canadian Whisky

クラウン ローヤル
Crown Royal

¥1,700 (S)
¥3,300 (D)

カナディアンクラブ クラシック 12 年
Canadian Club Classic 12 Year Old

¥1,900 (S)
¥3,700 (D)

カナディアンクラブ ブラック
Canadian Club Black

¥2,200 (S)
¥4,100 (D)

アルバータ プレミアム
Alberta Premium

¥1,700 (S)
¥3,300 (D)

アルバータ ダークバッチ
Alberta Dark Batch

¥2,000 (S)
¥3,900 (D)



※ミックスドリンクをご注文の場合、ミネラルウォーター、ソーダ類は 

300 円加算させていただきます。 

* We charge a reduced price of ¥300- for bottles mixer with the above liquors. 

台湾ウイスキー                                           
Taiwanese Whisky 

カバラン ディスティラリーセレクト 
Kavalan Distillery Select 

¥1,700 (S) 
¥3,300 (D) 

カバラン コンサートマスター 
Kavalan Concertmaster 

¥3,000 (S) 
¥5,900 (D) 

カバラン  クラシック 
Kavalan Classic 

¥3,300 (S) 
¥6,500 (D) 

カバラン  エクスバーボンオーク 
Kavalan ex-Bourbon Oak 

¥3,700 (S) 
¥7,300 (D) 

カバラン 金車コンダクター 
Kavalan King Car Conductor 

¥4,000 (S) 
¥7,900 (D) 

カバラン ポーディアム 
Kavalan Podium 

¥4,000 (S) 
¥7,900 (D) 

カバラン シェリーオーク 
Kavalan Sherry Oak 

¥4,200 (S) 
¥8,300 (D) 

カバラン ソリスト 

ポート シングルカスクストレングス 
Kavalan Solist Port Single Cask Strength 

¥6,000 (S) 
¥11,900 (D) 

カバラン ソリスト 

バーボン シングルカスクストレングス 
Kavalan Solist Bourbon Single Cask Strength 

¥6,100 (S) 
¥12,100 (D) 

 
 
  



※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. 

台湾ウイスキー                                           
Taiwanese Whisky 

カバラン ソリスト 
シェリー シングルカスクストレングス 
Kavalan Solist Sherry Single Cask Strength 

¥6,300 (S) 
¥12,500 (D) 

カバラン ソリスト 

ヴィーニョ バリック シングルカスクストレングス 
Kavalan Solist 
Vinho Barrique Single Cask Strength 

¥6,500 (S) 
¥12,900 (D) 

カバラン ソリスト 

フィノシェリー シングルカスクストレングス 
Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength 

¥8,800 (S) 
¥17,500 (D) 

カバラン ソリスト 
アモンティリャード シングルカスクストレングス 
Kavalan Solist 
Amontillado Sherry Single Cask Strength 

¥17,500 (S) 
¥34,900 (D) 

オマー カスクストレングス バーボンカスク 
Omar Cask Strength Bourbon Cask 

¥5,600 (S) 
¥11,100 (D) 

オマー カスクストレングス ピーテッド 
Omar Cask Strength Peated 

¥5,600 (S) 
¥11,100 (D) 

オマー カスクストレングス シェリーカスク 
Omar Cask Strength Sherry Cask 

¥6,500 (S) 
¥12,900 (D) 

オマー カスクストレングス ライチバレル 
Omar Cask Strength Lychee Barrel 

¥6,500 (S) 
¥12,900 (D) 

オマー カスクストレングス プラムバレル 
Omar Cask Strength Plum Barrel 

¥6,500 (S) 
¥12,900 (D) 

オマー カスクストレングス ワインバレル 
Omar Cask Strength Wine Barrel 

¥6,500 (S) 
¥12,900 (D) 
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