
 
 

所有澳门币价目需附加 10％服务费 
All prices in MOP are subject to 10% service charge. 

価格はすべてマカオパタカでサービス料 10％を加算させて頂きます 
 

Special Drink 
Ume Soda   68 

(Japanese Plum Liquor and Soda Water)        

Yuzu Bubble   68 

(Yuzu Citrus Sake, Awamori and Sprite)        

 

徳利    Sake by Carafe 小壺 

 

  熱燗 Warm Sake  溫酒 

月桂冠                                              Gekkeikan Karakuchi 辛口              98 98                        

蓬莱泉 Houraisen Bessen 別選                 140   

手取川 Tedorigawa Yamahai  山廃 純米酒                    185 

     

 

 

  冷酒 Cold Sake 冷酒 

蓬莱泉                                       Houraisen Bessen 別選  140 

「山里」 Yamazato Junmai Daiginjo 純米大吟醸    180 

鍋島 Nabeshima Tokubetsu Junmai 特別純米  180 

鍋島 Nabeshima Junmai Ginjo 純米吟醸  185 

李白 Rihaku Karo Rosé Sake 華露 玫瑰清酒  185 

空 Kuu Junmai Daiginjo 純米大吟醸  280 

    

   小瓶 300 ml ottle 小瓶 

「山里」 Yamazato Junmai Daiginjo  純米大吟釀 京都    320 

吉乃川 Yoshinogawa Karakuchi 厳選辛口 新潟 190 

鍋島 Nabeshima Junmai Ginjo 純米吟醸 佐賀 380 

八海山 Hakkaisan Junmai Ginjo 純米吟醸 新潟 390 

獺祭 Dassai 50% 五割   山口 480 

箕輪門 Minowamon 純米大吟醸 福島 580 

龍力 Tatsuriki Daiginjo 大吟醸     兵庫 620 
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山里」備前雄町 純米大吟醸 京都 680 
Yamazato Bizen Omachi Junmai Daiginjo 720ml   

 由傳奇玉乃光酒造用心釀製,選用岡山県名米「備前雄町」,主體高品質京都伏見著名

軟水。自家精米到 50%,酒質典雅,口感芳醇舒暢。 

 

 Produced by legendary brewery Tamanohikari. Over 50% milled of Okayama Bizen Omachi 
rice. Featuring famous Kyoto soft water Fushimi. A sake with elegant aroma and pure body. 

 

 伝説の玉乃井の酒造所で作られたお酒です。岡山県産の「備前雄町米」を 50%以上

使用し京都伏見の名水と合わせました。いつまでも飲み飽きない逸品です。 

 

 

蓬莱泉 空  純米大吟醸  愛知県 1, 080 
Houraisen  KUU  Junmai Daiginjo  720ml   

 大米的甜味和口感均衡。 瓶装和陈年至少 1年。 有限产品。  

 Well balanced of sweetness and flavor of rice. Bottled and aged at least 1 year. Limited product.  

 良質の山田錦から生まれた旨みと甘みの調和した、ふくよかな味わいの純米大吟

醸。1 年間の熟成期間を経て瓶詰め・出荷されます。 

 

 

梅乃宿 備前雄町 純米大吟醸      奈良県 1,180 
Umenoyado Bizen Omachi Junmai Daiginjo 720ml     

 選用岡山県產夢幻酒米「備前雄町」。滋味醇厚,入口圓潤。過喉後舒暢的口感與圓

潤酒香在口中持久不散。 

 

 Using Bizen Omachi brewing rice produced from Okayama. It has a tender rice fragrance, 
middle bodied, round mellow, and a slightly spicy flavor with long after taste. 

 

 幻の酒米「備前雄町米」をおしみなく使用し、米の旨みを存分に引き出しながら、

きめ細かで気品ある味わいに仕上げたお酒です。 

 

 

久保田 碧寿 純米大吟醸 (適合熱酒)     新潟県 1,480    
Kubota Hekijyu Junmai Daiginjo 720ml   

 名酒久保田系列的溫酒專用版純米大吟釀。以山廢工法製成,舒暢典雅的口感中,過喉

後回韻仍源源不絕。 

 

 The light and clean taste yet a slightly robust and voluminous flavor leave in throat. Good to 
serve in warm temperature. 

 

 山廃仕込の純米大吟醸。風格のある奥深い味わいの中にも、爽快さを兼ね備えまし

た。 

 

 

出羽櫻 一路 純米大吟醸                  山形県 1,780 

Dewazakura Ichiro Junmai Daiginjo 720ml   
 圓潤米香,在口中緩緩化開。非常清爽舒暢,不甜不膩的香醇餘韻更是持久不散。  
 Fresh meadow imprint of flowers and grass billows, and profile replete with young fruit. A dry, 

gently fading finish rounds the circle. 
 

 吟醸酒造りの路一筋に打ち込む出羽桜の蔵人の想いを名に負う、出羽桜吟醸酒の

原点。まろやかな米の旨みが、口いっぱいに広がります。 
 

 
 

 梅乃宿 葛城 純米大吟醸         奈良県 1,850 

Umenoyado Katsuragi Junmai Daiginjo 720ml     
 按日本酒頂級規格 YK35製成的美酒,數量限定品。純米大吟釀獨有的淡麗口感,酒質

芳醇,入口清爽還帶有山田錦的芬芳,值得品嘗之名酒。 
 

 Well balanced premium sake with a sophisticated aroma and elegant flavor. It’s a classic 
example of excellent sake. (YK35, Y: Yamadanishiki, K: Kumamoto yeast, 35: polishing ratio) 

 

 酒造好適米「山田錦」を 35％まで磨き上げ、梅乃宿最上級銘柄です。純米大吟醸

ならではの淡麗にして、馥郁たる豊かな味わいをご堪能ください。 
 

純米大吟醸   Junmai Daiginjo 
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作 純米大吟醸       三重 1,880 

Zaku Miyabi no Tomo Junmai Daiginjo 720ml   
 使用清酒最清晰的部分。 華麗的吟醸風味和平衡的甜度和平滑的酸度。  

 Used “Nakadori” the clearest part of Sake. Gorgeous Ginjo flavor and well balanced of 
sweetness and smooth acidity. 

 

 華やかな吟醸香とバランスの良い味が特徴。クリアな中取りのみを詰めたエレガ

ントなお酒です。 

 

 

久保田 萬寿 純米大吟醸                      新潟県 2,160 

Kubota Manjyu Junmai Daiginjo 720ml   
 久保田頂級的清酒。清淡溫和,醇厚圓潤的味道。  

 Manju is one of best from Kubota brewery. Excellent sake with softness and roundness.  
 久保田最高峰のお酒、存在感を主張しています。「やわらかく」「ふっくら」と

精魂込めて醸し出しました。 
 

 
 

 
 

 

男山 純米大吟醸       北海道 2,380 

Otokoyama Junmai Daiginjo 720ml   
 山田錦米磨至 38%。甘口和清新口感伴随濃郁的果味,像日本清酒中的藝術品。  

 In order to make this pride of northern Japan sake, finest Yamadanishiki rice is generously 
polished to 38%. Fruity aroma with sweet and fresh taste which is an art of the brewery. 

 

 『山田錦』を 38％に磨き上げ、フルーティーな香りと、スッキリしたのど越し

は、まさに日本酒の"芸術品"です。 

 

 
 

龍力 神功 純米大吟醸       兵庫県 2,600 

Tatsuriki Jingu Junmai Daiginjo 720ml   
 將夢幻酒米「神力」精米至 30%，限量生產之特別限定品。  
 Brewer spending 120 hours for polishing rice until remaining of 30%.  
 究極の純米大吟醸を目指し、120 時間以上かけて精米歩合 30％まで丹念に磨きあ

げた逸品。 
 

 
 

獺祭 二割三分 (遠心分離)                    山口県 2,800 

Dassai 23% Junmai Daiginjo 720ml   
 精米率 23%遠低於市場平均值。清澈薄透、果香優雅、入口圓潤、酒色晶螢剔透。  
 Sake rice polish rate of 23% is a monumental landmark in Sake brewers. Dassai has got a pure 

and clear taste with bold, sweet flower aroma. 
 

 
 

香りは豊か、花のような甘い香りで口当たりは非常に淡麗。  
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鍋島 山田錦  大吟醸  佐賀県 1,280 

Nabeshima Yamadanishiki Daiginjo 720ml   
 带有新鲜果味的清酒，伴随着丰富的蜜瓜鲜味。国际葡萄酒评论中的最佳酒款，以

及富久千代酒造的骄傲。 
 

 A fresh, fruity sake with notes of melon and a rich umami. The best sake in its category at the 
Intl Wine Challenge, and the pride of Fukuchiyo.  

 

 フルーティーな香り、上品な甘みと旨みのバランスのとれた酒。IWC（インターナ

ショナル･ワイン･チャレンジ）2011 で日本酒部門の最優秀賞を受賞しています。 
 

 

 

真澄 夢殿 大吟醸 長野県 2,260 

Masumi Yumedono Daiginjo 720ml   
 經兩年低温熟成,非常細膩沉穩的吟釀香。扎實香醇, 辛口風味與舒暢澀味, 令人愛

不釋口。 
 

 With two years of aging in low temperature brings out law acidity and rich aroma with sweet 
taste. 

 

 二年間低温でじっくり熟成させ、香り高く甘味があり酸味は控えめ。  

 

 

冩樂 しずく取り 大吟醸 福島県 2,880 

Sharaku Shizukudori Daiginjo 720ml   
 兵庫縣山田錦大米磨成 40％米.在最寒冷的季節使用。請享受像水果優雅芳香華麗的

味道。 
 

 Using 40% remain polished Yamada Nishiki, brewed in cold season. Please enjoy elegant taste 
and aromatic flavor.  

 

 兵庫県の山田錦を 40％まで精米し、厳寒期に仕込んだ酒。華やかな立ち香、果実

のような含み香と上品な味わいをお楽しみください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大吟醸  Daiginjo 
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純米吟醸   Junmai Ginjo 
 
 
 

  

真澄 辛口生一本 純米吟醸                                              長野県  650 

Masumi Karakuchi Kiippon Junmai Ginjo 720ml   
 溫和的香氣,美山錦酒米特有的温和酸度,圓潤爽滑的口感。  
 Mild aroma with slight acidity brings out the sharp taste of Miyamanishiki rice.   
 美山錦特有のおだやかな酸味が心地良く、スッと喉を通るキレの良いお酒です。 

 
 

宮坂 美山錦 純米吟醸  長野県 650 

Miyasaka Junmai Ginjo 720ml   
 酒質爽潔,配合地區名米美山錦以現代手法展現酒藏原點七號酵母之獨秀魅力。  
 Brewed with Masumi’s famous number seven yeast, featuring with local Miyama Nishiki rice. 

The Miyasaka brand represents a return to the brewery’s roots. 
 

 七号酵母の蔵元の原点に帰って、信州の自慢の酒米美山錦を醸しました。  

 

 

山和 美山錦 純米吟醸  宮城県 720 
Yamawa Junmai Ginjo 720ml   
 果香優雅,帶有愉悅的酸度。  
 Fruity and refreshing aroma with elegant acidity, enjoyable during meal.   
 果実味あふれるすっきりした香りと、上品な酸をお楽しみいただけます。  

 
 

鍋島 五百万石 純米吟醸  佐賀県 720 
Nabeshima Gohyaku Mangoku Junmai Ginjo 720ml   
 采用中间的部位。 丰富果味口感和矿物质。略微酸性和舒适的余味。.  
 Only the heart of the press is collected. Rich and fruity aroma with minerality. Slightly acidic and 

pleasant finish. 
 

 中汲みを使用した瑞々しいお酒。フレッシュ感溢れる華やかな香りと、甘味と酸味

のバランスが良く、ふくらみのあるお酒です。 
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特別純米 Tokubetsu Junmai / 純米酒  Junmai Shu   

 

 

 

蓬莱泉 別撰 愛知県 520 

Houraisen Bessen  720ml   
 在低温下慢慢酿造。 清淡爽口的味道。 冷热皆宜。  
 Carefully brewed slowly in low temperature. Light and crisp flavor. Enjoyable with 

cold or hot. 
 

 低温でゆっくりと時間をかけて、丁寧に造ったお酒。自社の酒粕を蒸留したアルコ

ールを添加したことでこれまでの造りのものより味わいがととのい、旨味のある、

飲み飽きしないお酒になりました。 

 
 

 
 

鍋島 特別純米 佐賀県 680 

Nabeshima Tokubetsu Junmai  720ml   
 清爽大米甜味和清新香气，酸度和风味之间的平衡是精致。給初心者带來愉悦难忘的

口感。 
 

 Enjoy the fresh flavor and sweetness of rice. Gentle Sake that satisfies guests including 
begginers. 

 

 フレッシュで上品な香りと芳醇な旨味。透明感を感じさせる切れ味が良いお酒。 

日本酒が初めての方にもお勧めです。 

 
 

 
 

手取川 純米酒[山廃式]            石川県 720 

Tedorigawa Yamahai Junmaishu 720ml   
 稻米香氣芳柔醇厚、平衡感十足。充分表現石川県産五百萬石米種之甘辛醇和特性  
 Well-polished Gohyakumangoku rice in 60% with traditional low temperature process 

would bring out the mellow softness and balanced of the taste. 
 

 蔵に漂う乳酸菌を取り込むという昔ながらの山廃酒母を用い、石川県産五百万石を

60%まで磨き低温でじっくりと仕込みました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

日本清酒  Japanese Sake  
 

  

李白 酒有月花 （樽酒） 島根県 600 
Rihaku "TARU-ZAKE"  (Barrel)   720ml   
 熟成後在杉桶中儲存約一星期吸收杉木香味,令酒香和杉木香渾然一體,柔和甘香。 
 Having the aroma of cedar and rice. Glory gold color rsake after aged in cedar-barrels. 

 上質の杉樽に 肌添えさせ、味と香りが整った最上の時を選んで瓶詰しました。 

 
李白 華露 玫瑰清酒 島根県 700 

Rihaku CARO Rose Sake 720ml   
 以古代種紫黒米醸出天然浪漫的玫瑰紅色。加上牡丹花酵母所醸出的芳怡清雅香氣。  
 Please enjoy pouring the gorgeous fragrant and light flowery color and taste of sweetness of rice.  

 やや甘口で米の旨味も感じられます。淡い花色と華やかな香りをお楽しみください  
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限定商品  Limited Edition 

 
 

  

而今 雄町 純米吟醸  三重県 2,880 

Jikon Omachi Junmai Ginjo 720ml   
 果香濃郁，淡淡而平衡。 享受鮮味醇厚甜美的鮮味。  

 Fruity and elegant aroma yet light and well balanced. Enjoy the Umami with mellow sweet flavor.  

 穏やかな上立ち香と上品な酒質。甘み主体の旨みとバランスのとれた極上酒を是非

お試しください。 
 

 

来福 超精米 8%  茨城県 4,880 

Raifuku 8% Junmai Daiginjo 720ml   
 超過三百小时的磨米, 造出 8%超精米度, 限量生產之特別限定品。  
 Very low rice polish rate at 8%. Spend over 300 hours for the polishing process. Provide a crispy 

aroma and pure body by the selected Hitachi Nishiki Rice. 
 

 超精米八%贅沢すぎる日本酒 。300 時間掛け精米し、酒造好適米水稲品種候補「ひた

ち錦」を使用。 
 

 

十四代 極上諸白 純米大吟醸       山形県 7,800 

Jyuyondai Gokujyou Morohaku Junmaidaiginjo 720ml   
 諸白是指採用山田錦和愛山兩大米種精米研磨至 50%以下。完美結合成清爽順喉。  

 Morohaku is a name of brewery method only allowed to use when both Yamadanishiki rice and 
Aiyama rice, which are famous breed of Sake rice, are used with high polishing rate. 

 

 諸白とは麹米「山田錦」50%と掛け米「愛山」45%の両方に高い精米歩合の精白米を

用いる製法。 
 

 

十四代 中取 大吟醸 播洲山田錦 山形県 8,800 

Jyuyondai Nakatori Daiginjo 720ml   
 中取是指取酒時只保留中間最好的部分裝瓶, 香氣和味道充分奢侈展現, 浮華微甜的

口感,流過喉嚨會讓人忍不住的一杯接一杯的上品酒。 
 

 Only took the middle part of product. Gorgeous is the best word to describe this Sake. Luxurious 
taste and sweet flavor urges another glass right after glass leaves a lip. 

 

 香り,味ともに贅沢な出来栄えです。ちょっと派手目でやや甘口、喉を過ぎるとまた

すぐ欲しくなる様な上品な酒。 
 

 

黒龍 石田屋 純米大吟醸       福井県 12,800 

Kokuryu Ishidaya Junmaidaiginjo  720ml   
 來自黒龍 石田屋的最佳酒。低溫下長時間熟成清酒更順暢，並添加更多的光滑優雅

的香味。 

 Best Sake from Kokuryu Brewery. Few years aging in low temperature makes Sake more smooth 
and adding elegant flavor. 

 低温にて長期に熟成。よりいっそうのまろやかさが加わりスムースな舌触りと香り

おだやかに仕上がった酒。 

 

十四代 七垂二十貫 純米大吟醸                                        山形県 13,800 

Jyuyondai Shichitarenijyukan Junmaidaiginjo 720ml   
 七垂二十貫是高木酒造代代相傳特有的取酒計算方法,和目前市面上雫酒有異曲同工之

意. 採用最高級的米・水・釀造方法, 為之極上藝品。 
 

 Legendary sake with a rich, delectable, clear flavor that would have widespread popular appeal. 
Well known by sake fans but only few of them ever drink it. Only a limited quantity is produced.  

 

 酒造米に杜氏自ら「巾と深みのある味わい深いタイプ」と語る愛山(あいやま)を使用

することで深い味わいが際立っています 
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焼酎 Shochu 

 

  

知心剣 麥焼酎   大分県 650/65 

Shirashingen “ MUGI” (Wheat) 720ml / 60ml   

 知心劍獨特之處，在凸顯出二條大麥獨特的香氣與甘甜。香氣典雅,入口容易。  
 Original taste of Mugi (Barley) grain. Complex aroma and an Ultra-smooth.  
 こだわったのは、麦本来の香ばしく甘い味わいと、飲みやすさ。  

 

富乃宝山 芋焼酎 (馬鈴薯- 黄金千貫品種)            鹿児島 720/75  

Tominohouzan (Sweet Potato) 720ml / 60ml   

 採用低溫管理方式蒸餾,讓人耳目一新的柑橘清香、濃郁芳香的口感。  
 Opened up new world of “Imo-Shochu” by controlling brewing process with low temperature.  
 低温管理で丁寧に仕込み、新しい芋焼酎の世界を拓きました。柑橘系の爽やかな香

りとキレのいい口当たりをおほめいただいています。 
 

 

黑霧島 芋焼酎 (馬鈴薯- 黄金千貫品種)          宮崎県 700/70 

Kurokirishima (Sweet Potato) 720ml / 60ml   

 以南九州名芋「黃金千貫」為原料,輔以黑麴發酵後蒸餾,散發出黑麴的圓潤香氣。  
 A great depth of sweetness and a delightful aftertaste would accompany any type of cuisine.    
 黒麹の醸すうまさはトロリとしたあまみ、キリッとした後切れにあります。  

 

 

               水果酒  Liqueur  

 

 
完熟梅酒 愛知県 680/60 

Kanjuku Umeshu 720ml   

由完全成熟的日本南高梅制成。 有杏和桃的溫和味道。   

Made from only fully ripped Nankobai Japanese plum.  
Apricot and peach aroma with mild flavor. 

  

   

梅乃宿 柚子酒 (ゆず) 奈良県 700/70 

Umenoyado Yuzu Shu (Japanese citrus)  720ml /60ml     
 

梅乃宿  鶯梅梅酒  (果肉) あらごし梅酒    
 

奈良県 

 
700/70 

Umenoyado Aragoshi Ume Shu ( Plum) 720ml /60ml   

    

    

 

食後酒 Digestif 

  Bottle Glass 

会津ほまれ 純米麹長期熟成酒  375ml 福島県  180 

Aizu Homare Junmai Kouji Jukuseishu 2005    

    

花垣 貴醸年譜拾年貯蔵  300ml           福井県 1,250  
Hanagaki Kijounenpu 10 years    

 


