
Draft beer with special  japanese pottery “Bizen”

備前で呑む生ビール (中)870 円 (小) 650 円
清水政幸さん作の備前焼ビアマグで呑むプレミアム生ビール。
素焼きの焼締は焼肌にビールが入り込み高密度な泡が生まれます。保冷効果も抜群です。

Bottle beer “KRIN ichban shibori”

キリン一番搾り 中瓶) 850 円

Bottle beer “ASAHI super dry”

アサヒスーパードライ 中瓶) 850 円

Bottle beer “COEDO”

COEDO ～瑠璃(るり) ruri～（埼玉県） 小瓶) 780 円
軽やかでありながら深みと苦みのバランスの取れたピルスナータイプのビール。女性にお勧め♪

Bottle non-alchol beer “SANTORY all free”

サントリーオールフリー (ノンアルコールビール　アルコール約0.0%) 小瓶) 680 円

キリン ブラウマイスター･プレミアム樽生) 

BEER

表記はすべて税込価格です。



Sparkling sake “LACHAMTE”

ラシャンテ スパークリング日本酒 秋田県：鈴木酒造 280ml 1,700 円
あきたこまち100%と奥羽山脈の伏流水だけで造られたフルーティな香りと果汁を思わせる酸味の爽快感。

200ml 300ml

しめはりつる ゆき　Sake “Shimeharizuru – yuki”

〆張鶴 雪 特別本醸造　新潟県： 宮尾酒造 /+4 1,100 円 1,650 円

つきのかつら　Sake “Tsukinokasura”

月の桂 純米酒　京都府：増田徳兵商店/+2 1,100 円 1,650 円

はっかいさん　Sake “Hakkaisan”

八海山 本醸造　新潟県： 八海酒造 /+5 1,200 円 1,800 円

ほくせつ　Sake “Hokusetu”

北雪　 吟醸酒遠心分離　新潟県佐渡市：北雪酒造/ ＋３1,300 円 1,900 円

てんじゅ　Sake “tenju”

天寿 大吟醸　秋田県： 天寿酒造 /+4 1,600 円 2,400 円

くぼた こうじゅ　Sake “Kubota kouju”

久保田　紅壽 純米吟醸　新潟県： 朝日酒造 /+２ 1,700 円 2,500 円

でんしゅ　Sake “Denshu”

田酒 特別純米　青森県： 西田酒造 /+3 1,900 円 2,700 円

てどりがわ　Sake　”Tedorigawa”

手取川 あらばしり 吟醸生酒　石川県： 吉田酒造 /+6 2,000 円 2,900 円

だっさい　Sake “Dassai”

獺祭 純米大吟醸50 純米大吟醸　山口県： 旭酒造 /+5 2,100 円 3,000 円

でわざくら さんさん　Sake “dwazakura – sansan”

出羽桜 燦々 純米吟醸生酒　山形県： 出羽桜酒造 /+4 2,100 円 3,000 円

じゅうよんだい ほんまる　Sake “Juyondai – honmaru

十四代 本丸 本醸造　山形県： 高木酒造 /+２ 3,850 円 5,720 円

SAKE SPARKLING

COLD SAKE



ちよのひかり　Sake “chiyonohikari”

千代の光 本醸造　新潟県： 千代の光酒造/-2 230ml 1,400 円

たまのひかり やまはい　Sake “tamanohikari – yamahai”

玉乃光 山廃 純米吟醸　京都府： 玉乃光酒造/+1 230ml 1,500 円

みかどまつ 　Sake “Mikadomatsu”

帝松 社長の酒 吟醸　埼玉県：松岡醸造/ +３ 1,320 円

ますかわ　Sake “Masukawa”

桝川 純米生酒　埼玉県：川端酒造/ +3 1,100 円

ますかわ　Sake “Masukawa”

桝川 大吟醸　埼玉県：川端酒造/ +4 　　1,850 円

せっちゅうばい　Sake “Secchubai”

雪中梅 本醸造　新潟県：丸山酒造/ -3 　　1,500 円

ほくせつ　Sake “Hokusetsu”

北雪　吟醸酒遠心分離 　新潟県佐渡市：北雪酒造/ ＋３ 4,800 円
二木屋代表・森田まり子のお勧めの日本酒！

すいじん　Sake “Suijin”

水神 純米大辛口　岩手県：あさ開酒造/ +10 　　3,600 円
二木屋主人・故小林玖仁男がこよなく愛した日本酒！

つきのかつら　Sake “Tsukinokatsura”

月の桂 純米酒　京都府：増田徳兵商店/+2　　　　 　　4,000 円

てんじゅ　Sake “Tenju”

天壽 大吟醸　秋田県：天寿酒造/ +4 　　5,600 円

くぼた こうじゅ　Sake “Kubota – kouju”

久保田 紅壽 純米吟醸　新潟県：朝日酒造/ +2 　　5,800 円

でわざくら さんさん　Sake “Dewazakura – sansan”

出羽桜 燦々 純米吟醸生酒　山形県：出羽桜酒造/ +4 　　6,800 円

だっさい　Sake “Dassai”

獺祭 純米大吟醸50 純米大吟醸　山口県： 旭酒造 /+5 　　6,900 円

くぼた まんじゅ　Sake “Kubota – manju”

久保田 萬壽 純米大吟醸　新潟県：朝日酒造/ +2    12,000 円

きよいずみ かめのお　Sake “Kiyoizumi – kamenoo”

清泉 亀の翁 純米大吟醸　新潟県：久須美酒造/ +3    12,300 円

※数字の＋が辛口、－が甘口の目安です。

Wared SAKE

300ml BOTTLE SAKE

720ml BOTTLE SAKE



フルボトル
アブラウドュルソー

Abrau durso Russian sparkling wine brut　　　ロシア 5,000 円
かつてニコライ2世が愛飲していたロシア№1のスパークリングワイン

モエ　エ　シャンドン　ブリュット　アンペリアル ハーフボトル

Moet & Chandon Brut Imperial フランス 6,500 円 12,000 円
しなやかな口当たりとコクのある芳醇な喉越し、新鮮で長続きする後味が世界中で評価を得ている。

ヴーヴ　クリコ ハーフボトル

Veuve Cliquot フランス 7,800 円 13,000 円
繊細でフレッシュで、優れた食前酒といえます。特に魚料理に合います。

モエ　エ　シャンドン　ドン　ペリニヨン

Moert & Chandon Dom Perignon フランス 35,000 円
繊細な泡立ちと洗練された華やかな味わいで長い余韻を楽しめるシャンパンの中のシャンパン

シャトー　 オーシエール ブラン

Chateau Aussieres Blanc フランス/辛口 4,600 円
フルーティーな香りで、ラフィットらしいエレガントを感じさせるワインです

ドメーヌ　     ポール　マス

Domaines Paul Mas フランス/辛口 5,000 円
果実味とヴァニラの香りが素晴らしい逸品

シャブリ　 ヴォコレ　エ　フィス

Chablis Vocoret et Fils フランス/辛口 6,200 円
ミネラル感のあるキレの良いシャープな酸味とレモン･グレープフルーツのさわやかな香り

クラウディ ベイ ソービィニョン ブラン

Cloudy Bay Sauvignon Blanc ニュージーランド/やや辛口 8,000 円
ハーブ･青草の香りと爽やかでコクのあるエレガントな味わい

ヴィエリス ソヴィニョン ブラン

Vieris Sauvignin Blanc イタリア/やや辛口 9,400 円
辛口で上品な酸と樽香と柑橘系類の優雅な香り、爽やかで繊細なワイン

ムルソー　ドメーヌ・ジョバール・モレ

Meursault Blanc Domaine Jobard-Morey 2017 12,800 円
豊かな果実味と綺麗な酸を生かした美しいスタイルのムルソー

エティエンヌ・ソゼ　ピュリニーモンラッシェ

Etienne Sauzet Puligny Montrachet  フランス/辛口 19,800 円
酸味と引き締まったミネラル感、そしてフルーティさが合わさったエレガントな味わい

SPARKLING WINE

WHITE WINE



<スパークリングワイン>　オペラ　ブリュ

Opera Brut フランス/辛口 200ml 1,600円

<赤・白ワイン>　デ   ボルトリ　ロリマー グラス フルボトル

De Bortoli LORIMER オーストラリア/ミディアム 650 円 3,600 円

<ロゼ>　ダンジュ

Rose D'Anjou フランス/甘口 650 円 3,600 円

<赤ワイン>　シャトー　ポール　マス

Chateau Paul Mas フランス/フルボディー 1,000 円 6,500 円

<白ワイン>　ドメーヌ　ポール　マス

Domaines Paul Mas フランス/辛口 900 円 5,000 円

フルボトル
シャトー　オーシエール　ルージュ

Chateau Aussieres Rouge フランス/ミディアム 4,600 円
絹地のように滑らかで、洗練された肉厚感、果肉感が 絶妙な上品なワイン

オートゥマールボロ　ピノノワール

O:TU Mariborough PINOT NOIR ニュージーランド/ミディアム 5,800 円
和食に寄り添うチャーミングなピノノワールのワイン。

サペラヴィ・クヴェヴリ

Saperavi Qvevri ジョージア 6,500 円
8000年の歴史を誇る世界最古のワイン産地・ジョージアで受け継がれ、

2013年にはそのワイン製法がユネスコ世界無形文化遺産にも登録されたクヴェヴリ・ワイン。

シャトー　ポール　マス

Chateau Paul Mas フランス/フルボディー 6,500 円
オーク樽熟成由来の香りの豊かなアロマとベリー系などが混じった豊かな果実味

サヴィーニ　レ　ボーヌ　

Savigny Les Beaune フランス/ミディアム 10,000 円
ベリー系の果実･ミネラルの複雑な香りと滑らかでありながらしっかりとしたタンニンを持つ

バローロ　カーサ　ヴィニコッラ　ニコレッロ

Barolo '08 Casa Vinicola Nicolello　イタリア/フルボディー 11,000 円
深みのあるガーネット色にオレンジがかったエッジ。非常に均整のとれたボディにこなれたタンニン。

リンドウ

紫鈴 rindo アメリカ合衆国/フルボディー 22,000 円
辻本憲三氏が私財100億円を投入し、理想のワインづくりをしてから21年でついに世界が認めたワイン。

RED WINE

HOUSE WINE



シングル ダブル 四合瓶
ぎんさい　Sake “ginsai”

吟彩（米） 福岡県：池亀酒造 750 円 1,300 円 6,200 円

やばびじん　Sake “yababijin”

邪馬美人（米） 大分県：旭酒造 1,250 円 2,200 円

じゅうよんだい　Sake “juyondai”

十四代（米） 山形県：高木酒造 1,450 円 2,600 円 13,800 円

なかなか　Sake “nakanaka”

中々（麦） 宮崎県：黒木本店 1,000 円 1,750 円 7,800 円

やばびじん　Sake “yababijin”

邪馬美人（麦） 大分県：旭酒造 1,250 円 2,200 円

こうじやでんべえ　Sake “koujiyadenbee”

麹屋伝兵衛（麦） 大分県：老松酒造 1,250 円 2,200 円 11,000 円
アルコール度数が47%あります。

こてつ　Sake “kotetsu”

虎徹（芋） 鹿児島県：東酒造 750 円 1,300 円 6,000 円

いさみ　Sake “isami”

伊佐美（芋） 鹿児島県：甲斐商店 1,100 円 2,000 円

まおう　Sake “maou”

魔王（芋） 鹿児島県：白玉酒造 1,400 円 2,600 円 14,000 円

さとうくろこうじ　Sake “satoukurokouji”

佐藤黒麹（芋） 鹿児島県：佐藤酒造 1,700 円 3,000 円 16,000 円

むらお　Sake “murao”

村尾（芋） 鹿児島県：村尾酒造 2,000 円 3,600 円

てんしのゆうわく　Sake “tenshinoyuwaku”

天使の誘惑（芋） 鹿児島県：西酒造 2,000 円 3,600 円 17,000 円

べにおとめ　Sake “beniotome”

紅乙女（胡麻） 福岡県：紅乙女酒造 　850 円 1,500 円 6,700 円

※ロック・水割り・お湯割りをお申し付けください。
※四合瓶のボトルキープも承ります。

梅干(2ヶ)230円 / 氷230円 / ピッチャー烏龍茶1,100円

SHOCHU



Cassis liqueur with soda, orange juice, oolong tea

カシスリキュール ※ ソーダ･みかん･烏龍茶の中から割り物をお選び下さい。 800 円

Plume wine from Hokusetsu ロック ソーダ割り

北雪プレミアム梅酒 特別樽焼酎仕込み 700 円 800 円

Apricot wine

杏酒 700 円 800 円

Shikuwasa wine

シークワーサー酒 700 円 800 円

Lemon sour

レモンサワー 700 円

Lime sour

ライムサワー 700 円

Yuzu sour

枯木柚子サワー 750 円

Oolong tea sour

烏龍ハイ 700 円

グラッパ ショット 700ml

GRAPPA イタリア 850 円 10,000 円
葡萄の絞りカスを発酵させ、フルーティーな香りを大切にしながら丁寧に蒸溜しました。

アルコール度数が42%あります。ディジェスティフ(食後酒)としてのご注文をお勧めいたします。

　シングル ダブル ボトル
ツインアルプス　

Twin Alps 国産ブレンデッドウィスキー 750円 1,450 円 7,500 円

イチローズモルト

Ichiros Malt 　モルト＆グレーン国産ウィスキー　 1,450 円 2,700 円 14,300 円
ハイボールにお勧め

シーバス リーガル

Chivas Regal スコッチ（ブレンデッドウィスキー） 1,050 円 1,900 円 10,500 円

山崎12年 シングルモルトウィスキー 2,200 円 3,900 円 22,000 円

※ロック・水割りから割り方をお選びください。
ソーダ割：+110 円　　氷：230 円　炭酸瓶500ml：370 円

COCKTAIL

FRUITS  WINE & SOUR

WHISKY



Oolong tea

烏龍茶 （アイス ／ ホット） 600 円

Orange juice

100％オレンジジュース (濃縮還元) 600 円

Apple juice

100％りんごジュース 600 円

Ginger ale

ジンジャーエール 600 円

こぼくゆずどりんく　Special Yuzu juice ジュース ソーダ

枯木柚子ドリンク （アイス ／ ホット） 650 円 700 円
枯木ゆずと蜂蜜の濃縮ドリンクを割ります。ゆずの風味と爽やかな酸味をお楽しみ下さい。

Specila blended coffee by Hagihara Coffee from Kobe

特製ブレンドコーヒー 兵庫県：萩原珈琲 アイス or ホット 600 円
神戸･萩原珈琲さんが二木屋に合わせたブレンド珈琲です。豆から挽きますのでお早めにご注文下さい。

Blended tea by Hagihara Coffee from Kobe

紅茶 兵庫県：萩原珈琲 600 円

Green tea with dry sweets

抹茶 (干菓子付) 700 円

Ice cream ( vanilla, strawberry, greentea)

アイスクリーム (バニラ･苺･抹茶) 各 400 円

Perrier

ペリエ 天然炭酸水 330ml 小瓶 630 円

シトロン

Citron レモンコンク+ジンジャーエール+ざくろシロップ 700 円

シトロンヴェール

Citron vert ライムコンク+ジンジャーエール 700 円

カールユング 200ml

CARL JUNG ノンアルコールスパークリングワイン （独・Alc約0.5％) 1,350 円

東方美人　 200ml

Oriental Beauty 台湾烏龍茶 2,200 円

ダージリン 200ml

The Darjieeling 2,200 円

妖精女王 200ml

Faerie Queen 玉蘭烏龍茶 2,200 円

優しくも引き締まった味わい、涼やかな飲み口。春摘み
ダージリン特有の若々しい爽やかな香り。

苦みや渋みを感じさせない優しい風味のお茶と、炭酸の爽やかな飲み口が
溶け合います。甘く魅惑的な香気。

ほんの少しの酸味と甘み、そして茶特有のほろ苦さが唯一無二の調和を
奏でます。玉蘭の軽やかな甘い香り。

SOFT DRINKS

NON-ALCOHOL DRINKS

ラグジュアリースパークリングティ


