
900円

900円

950円

700円

◆純米吟醸飲みくらべセット 　900円
　　酒蔵三社の純米吟醸飲みくらべ

◆お値打ち飲みくらべセット　 1,200円
　　大吟醸を含む人気のお酒三種飲みくらべ

＊白鷹は 、全国数ある酒蔵の中よりただ一つ神宮御料酒に選ばれ、神宮の神々に供えられています。

日本酒度

◆ 吟醸純米　超特選白鷹 〚西宮〛 ＋3 180ｍｌ 1,700円
口に含むと凛として馥郁たる吟醸香が広がり、膨らみのある味わいの吟醸純米酒です。

◆ 伊勢神宮御料酒蔵・特別純米酒 〚西宮〛 ＋3 180ｍｌ 1,500円
神宮御料酒の栄誉を記念した特別純米酒です。伝承の生酛造りで醸した力強い飲み口です。

日本酒

三種飲みくらべ

【宮の雪　純米吟醸】　【義左衛門　純米吟醸】　【伊勢物語　純米吟醸】
 　　宮﨑本店（四日市）　　　　　　　若戎酒造（伊賀）　　　　　　　タカハシ酒造（四日市）

【半蔵　大吟醸】　　　【作　穂乃智　純米 】　　　【宮の雪　淡麗純米】
　 大田酒造（伊賀）　　　    清水清三郎商店（鈴鹿）　　     　　宮﨑本店（四日市）

全国唯一神宮御料酒選定蔵元　「白鷹」

※表示料金はサービス料・消費税を含んでおります.

画像は提供イメージです



日本酒度

◆ 半蔵　大吟醸 〚伊賀〛 ＋2 300ｍｌ 4,000円
精米歩合40％。丹精込めた手造りの大吟醸酒。風味抜群の日本酒です。

◆ 三重錦　超辛純米 〚伊賀〛 ＋12 300ｍｌ 3,000円
ただ辛いだけではありません。元ボクサー杜氏が醸す米の旨みもしっかり感じられる限定純米酒。

◆ 義左衛門　純米吟醸 〚伊賀〛 ＋2 300ｍｌ 2,500円
芳醇でふくらみがありのどごしが良い。後味が軽くバランスの取れたさわやかな味わいが楽しめます。

◆ 作　穂乃智　純米 〚鈴鹿〛 非公開 300ｍｌ 3,000円
なめらかな甘みを感じさせながら、後味はすっきり。キレの良さがあります。

◆ 三重の寒梅　吟醸酒 〚鈴鹿〛 ＋2 300ｍｌ 2,600円
柔らかくまろやか。とろりとした味わいが絶品の熟成吟醸酒。

◆ 宮の雪　　純米吟醸 〚四日市〛 ＋5 300ｍｌ 2,500円
低温で長期発酵させることにより切れのあるはっきりとした後味。伊勢海老のお造りによく合います

◆ 伊勢物語　純米吟醸 〚四日市〛 ＋4 300ｍｌ 2,500円
大吟醸造りと同様の手間ひまをかけた醸造。ほのかな吟醸香とまろやかな味わいが楽しめます。

◆ 宮の雪　淡麗純米　生貯蔵酒 〚四日市〛 ＋3 300ｍｌ 2,000円
純米酒を極低温で貯蔵したマイルドでフレッシュな生貯蔵酒です。

◆ 噴井　生貯蔵酒 〚四日市〛 ＋1 300ｍｌ 1,800円
鈴鹿山脈のふもと地下200ｍより噴き出す自噴水仕込み。

酸味が少なくさわやかな中にしっかりしたコクが楽しめます。

◆ 鉾杉　一寸ぜいたく　純米吟醸　　 〚多気五桂〛 ＋4 300ｍｌ 2,200円
自社開発酵母使用の柔らかでなめらかな酒質で冷蔵熟成したキレをお楽しみ下さい。

◆ 酒屋　八兵衛　　本醸造酒 〚大台町〛 ＋4 300ｍｌ 1,900円
奥行きを感じさせる辛さを楽しめる。

◆ 伊勢慶酒 吟醸　おかげさま 〚伊勢市〛 ＋3 300ｍｌ 2,500円
五十鈴川の伏流水で仕込んだ「吟醸おかげさま」です。華やかな香りとすっきりした中にも豊かな味わい。

◆ 清酒　　宮の雪 〚四日市〛 150ｍｌ 850円

日本酒

三重の地酒

日本酒度が高いほど辛口です。

※表示料金はサービス料・消費税を含んでおります.

冷酒

あつかん



◆ アサヒスーパードライ生ビール 中グラス 900円

小グラス 580円

◆ アサヒ　スーパードライ ５００ｍｌ 900円

◆ キリン　一番搾り ５００ｍｌ 900円

◆ サッポロ　黒ラベル ５００ｍｌ 900円

◆ ヱビスビール ５００ｍｌ 950円

◆ アサヒ生ビール黒生 334ml 700円
　芳しい香りとまろやかなうまみ

◆ ＰＡＬＥ　ＡＬＥ（ペール　エール） ３３０ｍｌ 950円
　グレープフルーツを想わせる柑橘系の爽やかな香りが華やかに広がります。

　麦芽100％のほどよいコクと自然な甘みが味わい深い。

　みえセレクション認定。

◆ 神都ビール ３３０ｍｌ 950円
   国内最高峰ビール大会ジャパンビアカップ　金賞受賞

◆ アサヒビアリー （アルコール分0.5％） 334ml ６50円

◆ アサヒドライゼロ 334ml 600円

◆ ジントニック 各800円

◆ ウオッカトニック
◆ モスコー・ミュール

◆ カンパリソーダ
◆ カシスソーダ

◆

◆

※表示料金はサービス料・消費税を含んでおります.

生ビール

瓶ビール

地ビール
【伊勢角屋麦酒】

ノンアルコールカクテル

微アルコール

ノンアルコール

カクテル

シャルドネスパークリングテイスト
カシスオレンジテイスト

各550円



シャンパン ◆ ７５０ｍｌ 17,000円

スパークリングワイン ◆ ７５０ｍｌ 9,000円

◆ ミュスカデ セーブル エ メーヌ　シュール リー
＊フランス（辛口） ７５０ｍｌ 5,800円

◆ シャトー ルクーニュ ブラン 750ｍｌ 6,800円
＊フランス（辛口）

◆ シャブリ　ウィリアムフェーブル ７５０ｍｌ 7,800円
＊フランス（辛口） 375ｍｌ 4,800円

◆ リープフラウミルヒ　S. シュロスベルグ ７５０ｍｌ 5,000円
＊ドイツ（甘口）　

◆ タクン　レセルヴァ　シャルドネ ７５０ｍｌ 4,000円
＊チリ（辛口）

シトラスの香りにトロピカルフルーツのような果実味、バランスの良いワインです。

◆ コート・デュ・ローヌ　ルイ・ベルナール ７５０ｍｌ 5,500円
＊フランス（ミディアムボディ）

◆ ジャン バルモン　ピノノワール ７５０ｍｌ 5,800円
＊フランス（ミディアムボディ）

果実味があり酸味がやわらかく、やや軽やかな口当たり。和食にもよく合います。

◆ ボルドー　グランド・レセルブ　 ７５０ｍｌ 6,400円
＊フランス（フルボディ）

◆ タクン　レセルヴァ　カベルネ　ソーヴィニヨン
＊チリ(ミディアムボディ) ７５０ｍｌ 4,000円

グラスワイン ◆ 白ワイン／赤ワイン 各800円

ジャン・ルイ　ブラン・ド・ブラン　ブリュット　白

モエ・エ・シャンドンを代表するシャンパン。

繊細な泡立ちと際立つ果実香、爽やかな余韻をお楽しみいただけます。

モエ・エ・シャンドン モエアンペリアル 白

フレッシュでクリーンな果実の旨味。魚介料理と抜群の相性を示します。

料理との相性の良さ、気品ある香りと風味、フレッシュ感とミネラルを感じます。

前菜からデザートまで、どんな料理にも絶妙に調和します。

プラムやラズベリーのような果実味、ほのかにヴァニラのニュアンス、まろやかな赤ワインです。

ソーヴィニヨン・ブランにセミヨン、爽やかな柑橘系とハーブを思わせる香り。魚介によく合います。

白ワイン

赤ワイン

「聖母の乳」軽い甘口でドイツで最もポピュラーなワインのひとつです。

※表示料金はサービス料・消費税を含んでおります.

グルナッシュやシラーをブレンド。果実の風味と芳醇なコクのあるワインです。

樽熟成による複雑味、果実味豊かで凝縮度の高い味わいです。



◆ くろみや　　　【三重】 720ｍｌ 5,000円

◆ いいちこ　　　【大分】 720ｍｌ 5,000円

◆ 薩摩白金　　【鹿児島】 900ｍｌ 5,500円

◆ こく紫　　　　【鹿児島】　　　 720ｍｌ 5,500円

◆ フォート ウィリアム 700ｍｌ 7,500円
ハイランド地方ベン・ネヴィス蒸留所で造られるスコッチ ウイスキー

８5０円

◆ 1,500円
五十鈴川の蒸留所で造られるスコッチ ウイスキー

◆ レモンサワー 各750円
◆ グレープフルーツサワー
◆ 白桃サワー

◆ 柚子ワイン グラス 650円
 果実感あふれ 甘くて軽い味わいが特徴。

◆ 梅酒 ロック・ソーダ割り 700円

◆ あらごしみかん酒 ロック・ソーダ割り 700円
みずみずしいみかんの味と、つぶの弾ける食感が楽しめるリキュール。

各550円

◆

◆

カシスとオレンジの絶妙なバランスとほどよい甘さが楽しめます。

◆ 各480円

◆

◆

◆

◆

◆ ジンジャーエール

ウーロン茶　

三ツ矢サイダー

焼酎 グラス（ロック・水割り・ソーダ割り・お湯割り）

神路（ストレート・ロック・水割り）

グラス（ストレート・ロック・水割り・ハイボール）

ソフトドリンク

※表示料金はサービス料・消費税を含んでおります.

シャルドネスパークリングテイスト
ぶどうの程よい甘みとキリリとした酸味が楽しめます。

カシスオレンジテイスト

コカ・コーラ

各800円

アップルジュース　

オレンジジュース

ノンアルコール カクテル

麦焼酎

芋焼酎

ウイスキー

サワー

その他


