SPECIAL LIMITED SAKE 特別限定
特別限定酒
限定酒
S1 Born Chogin
Junmai Daiginjyo

福井

Aged for more than 5 years at -8°C
This sake is very aromatic with silky
smoothness and a gentle finish.

720ml
$4,180

S2 Kokuryu Ryu
Daiginjo

Fukui

福井

Well-rounded, gently aromatic and
surprisingly incisive.

720ml
$2,480

S3 Masumi Yumedono
Junmai Daiginjo

Nagano

Clear sake with banana and pear aromas.
Silky on the palate with a light and sweet
after taste.

720ml
$1,820

180ml
$250

梵 超吟
純米大吟釀
黒龍 龍
大吟醸

真澄 夢殿
純米大吟醸

Fukui

長野

マイナス８度で五年熟成。非常に薫り高
く、絹のように滑らかな 口当たり。
蔵人の情熱が上品な果実香と上質な
味わいを生み出します。
華わやかな香りがすぽっと立つ上品で、
喉の滑りも良くで繊細な純米大吟釀。

BY THE GLASS グラス
S4 Masumi Tsukikoshi
Junmai Ginjo

Nagano

長野

You can feel fresh fruits juice, juicy sweetness
and some acidity.

S5 Tedorigawa Y Special
Junmai Daiginjo
Y Special

Ishikawa

elements of fruit and earthiness that is reflected 180ml
in the aromas of pear and papaya.
$220

真澄 突釃
純米吟釀

手取川
山廢純米大吟釀

石川

もぎたての果物の果汁を思わせる透明感と
ジューシーな甘み、酸味。

ワインのような軽快さ。白ワインを連想させる
小気味よい山廃由来の心地よい酸。

*No discount applicable
*ディスカウント対象外
All prices are in HK$ and Subject to 10% service charge.

誠に勝手ながら１０％のサービス料を別途申し受けます。

JUNMAI DAIGINJO 純米大吟醸
1

Otokoyama
Junmai Daiginjo

Hokkaido

Pure, elegant and harmonious aromas with
a long lasting finish.

720ml
$1,920

Dassai 23% Polishing
Junmai Daiginjo

Yamaguchi Brewed rice puree with up to 23%
polishing, this sake has a full melon aroma.
The palate is round and fruity.

720ml
$1,720

Fukushima Clean, light, tight nose. Floral, citrus and
stone fruit tart. Excellent balance.
Sublime finish.

720ml
$1,620

Daishinshu Teippai
Junmai Daiginjo

Nagano

720ml
$1,520

Dewazakura Aiyama
Junmai Daiginjo

山形

北海道

男山
純米大吟釀

2

山口

獺祭 磨き二割三分
純米大吟釀

3

Hiroki
Junmai Daiginjo

福島

飛露喜
純米大吟釀

4

大信州 手いっぱい
純米大吟釀

5

出羽桜 愛山
純米大吟釀

長野

リンゴ、梨、バナナの華やかな実香を
主体に洗練された殼物の香り。秀逸な
含み香が口中に広がる。
グラスから上立つ香りは豊か、果実と
言うより花ような甘い香り。

心地よく華やかにライチを思わせるように
香ります。甘味のバランスも絶妙。

Fruity flavour of grape, melon, pear.
Fresh acidity and a sweet grapey aroma.

上品な華やかさ、柔らかな味、
ふくよかに吟味が口中で開きます。

Yamagata Gentle, smooth and well-rounded.
Mild floral fragrance and reveals lingering
notes of peach and apricot at mid-range.

720ml
$1,420

甘く丸みのある柔らかな香りが優しく
口の中に膨らみ、コクのある旨味が広がります。

*No discount applicable
*ディスカウント対象外
All prices are in HK$ and Subject to 10% service charge.

誠に勝手ながら１０％のサービス料を別途申し受けます。

JUNMAI GINJO / JUNMAI 純米吟醸
純米
純米吟醸又は純米
吟醸
Urakasumi Zen
Junmai Ginjo

Miyagi

宮城

Well rounded sake with subtle aromas and
a smooth taste.

720ml
$1,380

Aramasa
Junmai Ginjo

Akita

Very pleasant acidity, very well balanced,
a hint of subtle fruit like lychee.

720ml
$1,280

Hououbiden Kanbashi Tochigi
Junmai Ginjo

栃木

Very perfumed & elegant floral note of
ginjo. Clean & crisp acidity.

720ml
$1,180

Jikon Senbonnishiki
Junmai Ginjo

Mie

三重

Fruity aroma of muscat and berries.
720ml
Pleasant acidity follows and it ends very cleanly. $1,080

10 Sawanoi
Junmai Daikarakuchi

Tokyo

東京

A traditional with a dry and striking taste

本格的な辛口酒。きりっとしまった
飲口の酒。

720ml
$880

11 Masumi Karakuchi
Junmai Ginjo

Nagano

Clear and light with a strong backbone.

720ml
$780

6

浦霞 禪
純米吟釀

7

新政
純米吟釀

8

鳳凰美田 芳
純米吟釀

9

而今 千本錦
純米吟釀
澤乃井
純米大辛口

真澄 辛口生―本
純米吟釀

秋田

長野

ほどよい香りと淡麗ながら口当りの
ふくよかな米の味わいがじんわりと
広がります。

瑞々しい果実感溢れる吟醸香が
素晴らしく、喉越しも柔らかくなめらかです。
香は穏やかながら花を思わせる。
メリハリのある甘味を楽しませてくれます。

ハープのようなミネラル系の香りが
します。若い酸と渋味を交差する
透明感がある辛口タイプ。

*No discount applicable
*ディスカウント対象外
All prices are in HK$ and Subject to 10% service charge.

誠に勝手ながら１０％のサービス料を別途申し受けます。

SMALL BOTTLE SAKE 小瓶酒
12 Kubota Manju
Junmai Daignjyo

Niigata

新潟

The nose is a clever balance of honeysuckle
300ml
and tuberose. Flavors of fuji apple and tart pear. $620

13 Fukumasamune
Yamadanishiki
Junmai Daignjyo

Ishikawa

石川

This sake offers graceful peachy scents.
On the palate, it is soft with structure. Lengthy
good balanced & aftertaste with fruit aroma.
50

14 Born Tokusen
Junmai Daiginjo

Fukui

福井

Aged for a minimum of two years at 0℃.
300ml
Medium-bodied satin-like mouthfeel, and boasts $540
the mature fragrance of grapefruits.

15 Zaku Miyabi No Tomo
Junmai Ginjo

Mie

A luscious ginjo-style aroma, mellow and

16 Hakkaisan
Junmai Ginjo

Niigata

久保田 萬壽
純米大吟醸

福正宗 山田錦
純米大吟醸
梵 特撰
純米大吟釀
作 雅乃智
純米吟釀
八海山
純米吟釀

三重
新潟

柔らかな口当りと調和のとれた旨味で、
存在感を主張します。

300ml
$580

”山田錦“を精米歩合 ％までを使う、
華やかな吟醸香と、きめ細かな味わいが特長です。
グレープフルーツのような、すばらしい
香りがあり、なめらかで深い味の”芳醇旨口”です。

elegant sweetness.

300ml
$500

Smooth and mild-tasting, clean and crisp.
Taste evokes the gentle flavor of delicious rice.

300ml
$480

一口含むと、さらに香りが口の中で広がり、
甘味やコクもしっかり感じられる。
米の旨みとまろやかな喉ごしを
お楽しみください。

*No discount applicable
*ディスカウント対象外
All prices are in HK$ and Subject to 10% service charge.

誠に勝手ながら１０％のサービス料を別途申し受けます。

SMALL BOTTLE SAKE 小瓶酒
17 Tamano Hikari
Bizen Omachi
Junmai Daiginjo

Kyoto

京都

玉乃光備前雄町
純米大吟釀

Tamano Hikari is the highest quality
Shinpaku-mai. Coming from the famous
rice producing districts of Bizen-Omachi
and Yamadanishiki.

300ml
$460

Fresh and fragrant with notes of peach &
banana in the aroma.

300ml
$420

フルーティな吟釀香とともに、
味の深い飲み飽きしないお酒です。

18 Masumi Sanka
Junmai Daiginjo

Nagano

19 Dassai 39% Polishing
Junmai Daiginjo

Yamaguchi Smooth and easy-drinking. Light and
balanced with delicate fruit flavors
and a mild acidity.

300ml
$400

Yamagata Mild floral fragrance, revealing notes of peach
and apricot at mid-range, concluding
with a light and slightly dry finish.

300ml
$380

Niigata

300ml
$360

長野

真澄 山花
純米大吟釀

獺祭 磨き三割九分
純米大吟釀

20 Dewazakura Tezukuri
Daiginjo

出羽桜 手造
大吟釀

21 Jozenmizunogotoshi
Junmai Daiginjo

上善如水
純米大吟釀

山口
山形
新潟

自然ないい味。味にふくらみがあり、
肩の力を抜いてゆっくり飲める大吟釀
華やかな上立ち香と口に含んだときに
見せる蜂蜜のようなきれいな甘み。
出羽桜で最高峰の大吟醸酒。
優しく豊かな味わい。

Delightful, clean drinking and
very smooth charmer.

ふくらみのある味わいと風格のある香り。
華やかな香りとまろやかで上品な味わい。

*No discount applicable
*ディスカウント対象外
All prices are in HK$ and Subject to 10% service charge.

誠に勝手ながら１０％のサービス料を別途申し受けます。

SMALL BOTTLE SAKE 小瓶酒
22 Tedorigawa Shukon
Junmai Ginjo

Floral sweetness and acid balance.
Smooth apple, very soft and mild.

300ml
$320

北海道

Very solid in the sense that it has a clean
viscosity wrapped in a mouthful of
dried fruit flavors and subtle earthiness.

300ml
$280

24 Harushika Junmaishu
Extra Dry

Nara

Extra dry sake with medium body. Fresh green
leaves aroma with a hint of Jasmine flower.

300ml
$260

25 Daishichi
Junmai Kimoto

Fukushima Full maturation creates a perfect alignment
of rich flavors and acidity, with a fresh,
clean aftertaste.

手取川 酒魂
純米吟釀

Ishikawa

石川

23 Otokoyama Tokubetsu Hokkaido
Junmai Namachozou

男山
特別純米生貯蔵
春鹿 純米酒
超辛口
大七
純米生もと

奈良
福島

すっきりとした喉ごしと爽やかな吟香の
絶妙なバランスは食中酒として最高です。
さわやかな香りと軽やかな味わいです。

穏やかな香りとまろやかな口当たり、
キリッとした旨味が広がります。

200ml
$200

まろやかでバランス良く、余韻に心地よい
旨味と酸味がコクを与えている。

PLUM WINE 梅酒
26 Kohaku no Kiwami
5y Jukusei Umeshu

琥珀の極
5 年熟成梅酒

Wakayama A rich flavor to long term mutuality that
makes the full use of the fruity aroma.

和歌山

高級感ある南高梅の味わい。
5 年熟成させた原酒。

*No discount applicable
*ディスカウント対象外
All prices are in HK$ and Subject to 10% service charge.

誠に勝手ながら１０％のサービス料を別途申し受けます。

720ml
$1,520

180ml
$380

PLUM WINE 梅酒
27 Kohaku no Kiwami
2y Jukusei Umeshu

琥珀の極
年熟成梅酒

Wakayama Use only aged Nanko-ume. Very sweet
and smooth aged plum wine.

和歌山

2

完熟した大粒の南高梅をじっくりと
年熟成させた原酒。

720ml
$880

180ml
$220

720ml
$700

180ml
$180

2

SHOCHU 焼酎
28 Onoya Mugi Shochu
Oita
25%

小野屋 麦焼酎

29 Futan Satsumayaki
Anno Imo Shochu

鳳憚薩摩燒陶器
芋焼酎

大分

Strong rye fragrance, silky and fruity.

香ばしい香りが漂ってきます。

Kagoshima Made of rare sweet potato, 'Kurikogane'
on the rocks or with hot water.

鹿兒島

稀少な芋｢栗黄金」を使用しています。
ロックまたはお湯割で。

720ml
$1,200

JAPANESE WHISKY 日本のウィスキー
30 Yamazaki 18y
18

年

京都

Medium-body with green notes and
an earthen note plenty of wood resin
and a floral character with zest.

31 Yamazaki 12y
12

京都

Kyoto

Smooth and soft with good
sweetness and winter spice.

山崎

山崎

年

Kyoto

Glass
$950*

シェリー樽熟成由来の甘い
ドライフルーツや香ばしい
チョコレートの香りが印象的。

ホワイトオーク樽熟成原酒由来の
甘いバニラ香と熟した果実香が特長。

*No discount applicable
*ディスカウント対象外
All prices are in HK$ and Subject to 10% service charge.

誠に勝手ながら１０％のサービス料を別途申し受けます。

Bottle
$6,160*

Glass
$440*

JAPANESE WHISKY 日本のウィスキー
32 Hibiki 17y
17

響

Kyoto

年

京都

Sweet and rich. There are crisp notes
of mixed peels, raisin and custard
with a little zest and plenty oak.

甘く華やかで豊かな熟成香。
山崎の長期熟成モルトによる、
気品ある熟成木香。

33 Hakushu 12y
12

Yamanashi Much more fruit on the palate,
but it's but no means a sweet whisky.

34 Miyagikyo 12y
12

Miyagi

35 Taketsuru 21y
21

白州

年

宮城峡

竹鶴 年

年

Glass
$750*

Bottle
$6,720*

Glass
$480*

宮城

Elegant fruitiness and a distinctive aroma Bottle
with a strong Sherry cask influence.
$4,298*

Glass
$320*

Hokkaido

Deep and flavorful richness and
excellent balance unique to whisky
matured for 21 years.

Glass
$520*

山梨

北海道

爽やかな新緑の香りと果実香に、
甘く柔らかなスモーキーさが漂う。
りんごや洋梨のようなフルーティー
さ、甘く華やかな花の香り。
よく熟成したピーチやトロピカル
フルーツのような果実香。

*No discount applicable
*ディスカウント対象外
All prices are in HK$ and Subject to 10% service charge.

誠に勝手ながら１０％のサービス料を別途申し受けます。

Bottle
$7,150*

