
＊全てのお食事・お飲物の料金表記は税込価格です。

H O R U M O N  D E D E S U K E
DRINK MENU

ビール
Beer & Beer taste

ザ･プレミアムモルツ（生） ¥750
SUNTORY The PREMIUM MALT’S Draft

ザ・プレミアムモルツ（瓶） ¥830
SUNTORY The PREMIUM MALT’S Bottle

オールフリー
（カロリーゼロ！糖質ゼロ！プリン体ゼロ！） ¥550
SUNTORY ALL-FREE

シャンディー・ガフ（甘・辛） ¥770
Shandy Gaff                                     Sweet or Dry

〈香る〉エール。神泡

他にも日本酒をご用意しております。
スタッフにお尋ねください。

マッコリKorean liquor

マッコリ グラス ¥750 ／甕 ¥2,100
Makgeolli                                  Glass                           Pot

黒豆マッコリ グラス ¥770 ／甕 ¥2,200
Black soybean makgeolli              Glass                 　　　Pot

生マッコリ ¥2,860
Draft makgeolli  

日本酒 Nippon Sake

黒龍　純米吟醸（福井） ¥1,100
Kokuryu

くどき上手　吟醸超辛口（山形） ¥1,100
Kudokijozu

十　水　特別純米（山形） ¥1,200
Tomizu  

ウィスキーWhiskey

メーカーズマークハイボール  ¥640
Maker's Mark + Soda

メーカーズマーク シングル￥640 ダブル¥1,200
Maker's Mark　　　　　　 Single 　　　　　　Double

ジムビームハイボール  ¥600
JIM BEAM + Soda

レモンビームハイボール  ¥660
JIM BEAM + Lemon + Soda

角ハイボール  ¥640
SUNTORY Kaku + Soda

角ジンジャー（甘・辛）  ¥640
SUNTORY Kaku + Ginger ale       Sweet or Dry

角コーク  ¥640
SUNTORY Kaku + Cola

知多 シングル￥800 ダブル¥1,400
SUNTORY Chita　　　　　Single　　　　　　Double

知多ハイボール  ¥800
SUNTORY Chita + Soda

碧  シングル￥1,000 ダブル¥1,800
SUNTORY Ao　　　　　Single　　　　　　　　Double

碧ハイボール  ¥1,000
SUNTORY Ao + Soda

☆山　崎  ASK
SUNTORY Yamazaki 

☆響  ASK
SUNTORY Hibiki

☆白　州  ASK
SUNTORY Hakushu

☆印のウイスキーはスタッフにお尋ねください。

六ジンソーダ ¥900
六梅ソーダ　¥1,100

幻の柑橘

翠ジンソーダ　¥640
翠ジン直七すだち¥740

［  泡 Sparkling wine / Champagne ］
■ スパークリング　Sparkling wine

 コドルニウクラシコ  西　¥4,900
 Codorníu Clasico

 ミオネット ヴァルドッビアーデネ   伊　¥4,900
 Mionetto Valdobbiadene

 ミオネット プロセッコ DOC トレヴィーゾ ブリュット ベビー［辛口］
  Mionetto PROSECCO  伊　¥1,000

■ シャンパン　Champagne 
 ローランペリエ ラ キュベ  仏　¥9,700
 Laurent Perrier La Cuvée  ハーフボトル　¥5,300
 ローランペリエ ウルトラ ブリュット  仏　¥21,000
 Laurent Perrier Ultra Brut

 ローランペリエ ロゼ  仏　¥22,000
 Laurent Perrier Cuvée Rosé

 ローランペリエ グランシエクル 仏　¥33,000
 Laurent Perrier Grand Siecle

［  白　Vin blanc ］
ロバート モンダヴィ バーボン 
バレル エイジド シャルドネ  米　¥5,500
Robert Mondavi Bourbon Barrels Aged Chardonnay

ボーン オブ ファイアー  米　¥9,700
Borne of Fire

シャブリ・プルミエ・クリュ  仏　¥11,000
Chablis premier cru

アルガブランカ イセハラ  日　¥13,200
Aruga Branca Vinhal Isse'hara

［  赤　Vin rouge ］
アルガーノ クラン  日　¥4,900
Arugano Clan

カーニヴォ カベルネ・ソーヴィニヨン  米　¥5,500
Carnivor Cabernet Sauvignon

カーニヴォ ジンファンデル  米　¥5,500
Carnivor Zinfandel

ロバート モンダヴィ バーボン バレル 
エイジド カベルネ・ソーヴィニヨン  米　¥5,500
Robert Mondavi Private Selection Cabernet Sauvignon
Aged in Bourbon Barrels

ロスヴァスコス カベルネ・ソーヴィニヨン  智　¥6,000
Los vascos cabernet sauvignon

ボーン オブ ファイアー  米　¥9,800
Borne of Fire

シャトーパルメ  仏　¥66,000～
Ct.palmer

ワインあれこれ Wine

　　　　　［  日本ワイン  ’NIHON’ WINE ］
　甲州（白） グラス ¥750 ボトル ¥4,500
　  Koshu　　　　　　　 Glass　　　　　　　 Bottle

　メルロ（赤） グラス ¥750 ボトル ¥4,500
　  Merlot 　　　　　　　Glass　 　　　　　　Bottle

　がぶ飲みワイン オン･ザ･ロック 赤 or白
　 Fully wine on the rocks 　　　　　　　 Rouge / Blanc ¥850

酎ハイ Sour / Shochu & soda

ホッピー ¥550
Hoppy

ウーロンハイ ¥550
Oolong tea shochu

黒ウーロンハイ ¥750
Black Oolong tea shochu

緑茶ハイ ¥550
Green tea shochu

ジャスミンハイ ¥550
Jasmine tea shouchu

ジンジャーハイ（甘・辛） ¥600
Ginger ale shochu   Sweet or Dry

トマトハイ ¥600
Tomato shochu

オレンジサワー ¥600
Orange sour

グレープフルーツサワー ¥600
Grapefruit sour

絶品大分カボスハイボール ¥750
Ooita Kabosu-Liqueur + Soda

絶品レモンサワー ¥750
Prime Lemon sour

でですけハイ ¥750
Dedesuke special shochu

こだわり酒場
レモンサワー ¥550

本格焼酎 Shochu

・ロック・水割り・お湯割り・ソーダ etc …

［  芋　Potato shochu ］
   グラス Glass ボトル Bottle

大　隅 （鹿児島） ￥660 ¥4,200
Osumi

富乃宝山 （鹿児島） ￥720 ¥4,400
Tominohouzan

もぐら （鹿児島） ￥720 ¥4,400
Mogura

㐂　六 （宮　崎） ￥720 ¥4,400
Kiroku

佐藤（黒） （鹿児島） ￥830 ¥6,600
Sato

［  麦　Wheat shochu ］
大　隅 （鹿児島） ￥660 ¥4,200
Osumi

銀座のすずめ 琥珀 ￥720 ¥4,400
Ginza no suzume Kohaku

中　  々 （宮　崎） ￥720 ¥4,400
Nakanaka

佐　藤 （鹿児島） ￥720 ¥4,900
Sato

［  球磨焼酎 Kuma Shochu ］
   グラス Glass ボトル Bottle

川　辺 （熊　本） ￥660 ¥4,900
Kawabe

隠礼里 （熊　本） ￥660 ¥4,900
Kakuresato

六調子　特吟熟成 11年（熊　本）
Rokutyousi  　  ￥750　 ¥6,400

［  韓国焼酎 Soju ］
鏡　月 Kyougetsu  ボトル Bottle ¥3,300

［  ボトルセット　Bottle set ］
ミネラルウォーター・お湯・氷 各 ¥350
Mineral water・Hot water・Ice Cube　　 ※Each price

カットレモン　￥380　　梅干　¥220
Slices of lemon　　　　　　　　　　Dried plum

ソーダ デキャンター　¥550
Soda Decanter

果実酒 Fruits liquor

山崎樽梅酒 （ロック・ソーダ） ¥720
SUNTORY Yamazaki Plum liqueur On the rocks or soda

杏　酒 （ロック・ソーダ） ¥550
Apricot liqueur On the rocks or soda

レモン （ロック・ソーダ） ¥720
Lemon liqueur On the rocks or soda

ゆず （ロック・ソーダ） ¥720
Citron liqueur  On the rocks or soda

あらごし梅酒 （ロック・ソーダ） ¥720
Plum liqueur On the rocks or soda

あらごしもも （ロック・ソーダ） ¥720
Peach liqueur On the rocks or soda

あらごしみかん （ロック・ソーダ） ¥720
Orange liqueur On the rocks or soda

あらごしりんご （ロック・ソーダ） ¥720
Apple liqueur On the rocks or soda

ふわとろパイン （ロック・ソーダ） ¥720
Pineapple liqueur On the rocks or soda

カシス+（ロック・ソーダ） ¥720
Cassis + Soda or Oolong tea

カシスジンジャー （甘・辛） ¥720
Cassis + Ginger ale  Sweet or Hot

カシス+（オレンジ・グレープフルーツ） ¥720
Cassis + Orange or Grapefruit

ソフトドリンク Soft Drink

コーラ ¥450
Pepsi Cola

ジンジャーエール　（甘・辛） ¥450
Ginger ale       　　　　　　 Sweet or Dry

ウーロン茶 ¥450
Oolong tea

黒ウーロン茶 ¥600
Black oolong tea

ジャスミン茶 ¥450
Jasmine tea

緑　茶 ¥450
Green tea

コーヒー（アイス・ホット） ¥450
Coffee       　　Ice or Hot

グレープフルーツ ジュース ¥450
Grapefruit juice

オレンジジュース ¥450
Orange juice

アップルジュース ¥450
Apple juice

ももジュース ¥680
Peach juice

手搾りみかんジュース ¥680
Squeezed orange juice

ミネラルウォーター ¥330
Mineral water（still water)

ペリエ ¥550
Perrier（sparkling water)

ウーロン茶 
デキャンター ¥1,300
Oolong tea Decanter

黒ウーロン茶 
デキャンター ¥1,700
Black Oolong tea Decanter

緑茶 デキャンター ¥1,300
Green tea Decanter

ジャスミン茶
デキャンタ― ¥1,300
Jasmine tea decanter

グレープフルーツジュース 
デキャンター ¥1,300
Grapefruit juice Decanter


