
中国茶

憶江南  おすすめ中国茶

中国茗茶

攻塊茉莉花 ジャスミンローズ  750
ジャスミンの香りをつけた茶葉に薔薇をブレンドさせ香りも華やか

【美肌効果・恋愛成就・ストレス解消】

橘香茉莉花 シトラスジャスミン  750
ジャスミン茶にレモングラスをブレンドし爽やかな香りに

【便秘解消・元気の源・ダイエット効果】

国産普耳茶 プーアルチャ  ポーレイチャ  750
国産普耳茶をメインに国産烏龍茶、国産焙じ茶をブレンドしたJASMINEオリジナル
【肥満防止・リラックス効果】

茘枝紅茶 ライチコウチャ  750
広東省の英徳紅茶をベースにライチの香りを移したもの

【ストレス解消・冷え性・むくみ防止・生理痛・頭痛解消】

蜜蘭香 ミツランコウ  750
青茶　マスカットや梨の甘い蜜を思わせる香りが特徴で、力強い味わいが印象的

【リラックス効果・肥満防止】

東方美人 トウホウビジン  750
台湾茶　紅茶の様な風味と甘い蜜の様な香り

【便秘解消】

西湖龍井茶 ロンジンチャ  750
中国の代表的な緑茶　ビタミンCが豊富　さっぱりとした味わい
【利尿作用・美肌効果・虫歯・口臭予防・頭痛解消】

「見て綺麗、飲んで美味しい中国工芸茶」
出水芙蓉 シュッスイフヨウ  800
職人によって丁寧に手作りされた花茶 ジャスミンの花がマリーゴールドを包み込みます

「体に美味しい季節替わりの中国ブレンド茶」
美麗烏龍 ビレイウーロン  750
ローズヒップ・ジャスミン・陳皮・クコの実　・黒豆を配した「飲む美容液」とも言われる薬膳烏龍茶です



ビール

啤酒

カクテル

鸡尾酒

その他

嗨爆 高球・茶兌烧酒

中国白酒・果実酒

白酒・果酒

エビス 生ビール〈中〉 780

エビス 生ビール〈小〉 600

黒ラベル 中瓶 900

青島プレミア 小瓶 780

ノンアルコールビール 680

シャンディーガフ 780

カシスオレンジ 780

ミモザ 900

ベリーニ 900

キールロワイヤル 900

ハイボール オールドパーシルバー 800

余市ハイボール 980

ジンジャーハイボール 800

ウーロン茶ハイ 780

ジャスミン茶ハイ 780

ソフトドリンク

果汁・茶水

ウーロン茶 600

黒ウーロン茶 600

ジャスミン茶 600

コカコーラ 600

ジンジャーエール 600

オレンジジュース 600

白桃ジュース 600

ミネラルウォーター 600

サンペレグリノ 250ml 600

汾酒 53度 白酒 1000

桂花陳酒 750

杏子酒 750

梅酒 750

明四川白酒45度 ショット(10ml) 350
 白ハイボール 700
 ボトル(750ml) 14000

濾州老GUOJIAO ショット(10ml) 1200
 カラフェ(50ml) 5500
 ボトル(500ml) 46000

フェンチュー

ケイカチンシュ

アンズシュ



ボトルメニューはワインリストをご用意しております

グラスワイン

葡萄酒

スパークリング

フランチャコルタ ブリュット フェルゲッティーナ
イタリア ／ シャルドネ種 95％ ピノ･ネロ種 5％  グラス 1,400
風味豊かで伸びていくような酸とミネラルの  ボトル 8,000
エレガントなタッチが魅力的。まるでシャンパーニュのような品質です

白ワイン

ポートランディア ピノ･グリ
アメリカ オレゴン ／ ピノ･グリ種 ゲヴュルツトラミネール種 リースリング種 グラス 950
柑橘系の皮とメレンゲの生き生きとした香りが立ち上がり  ボトル 6,000
きりっとした美味な酸味を持つ、ミネラル感と滑らかな後味

ヴィーニャ エラスリス エステート ソーヴィニヨン ブラン
チリ アコンカグア ／ ソーヴィニヨンブラン種　　　　　　　　　　　  グラス 900
ジャスミンのような白い花の軽やかな趣。        　 ボトル 5,000
バランスの良い酸と、キレが良くクリーンな余韻が特徴。

赤ワイン

コルビエール アダージョルージュ
フランス ／ シラー種 グルナッシュ種 サンソー種   グラス 900
ボルドー右岸らしい特徴を持つリコリス   ボトル 5,000  
スパイス ハーブなどを美しく感じさせる熟成感のある逸品

フライングシープ
ニュージーランド ／ ピノ･ノワール種    グラス 1,400
チェリーやストロベリーなどの赤い果実のフレッシュでフルーティーな香り。 ボトル 8,000  
柔らかく心地よいタンニンによるしなやかな口当たりとまろやかな味わい。



紹興酒

绍兴酒

十年熟成 プレミアム飲み比べセット 2,000

塔牌 純酒神気

10年の時を経た紹興酒3種です。個性、口当たり、香りの違いを存分にお愉しみください。

紹興貴酒

三百余年の精髄を継承した手造りの
伝統技法が醸し出す、本物の美味しさ。
ブレンドをほぼしていないので雑味が
なくのどごしスッキリ。

紹興老酒 ショウコウラオシュ

酒度 ： 16℃
グラス 900 / ボトル 3,500

紹興老酒 8年
長い歳月かけて熟成させたバランス
の良い味わいと香が特徴の紹興酒。

古越龍山

酒度 ： 17℃
グラス 900/ ボトル 3,500

古越龍山 陳年5年

芳醇な香りと深いコク、まろやかな味、す
っきりとした喉ごしがバランスよく整った
紹興酒。

紹興貴酒 ショウコウキシュ

酒度 ： 16.5℃
ボトル 13,000

紹興貴酒15年壺

10年以上の陳年原酒のみを使用した
贅沢なつくり。熟成感と丸みのある
上品な味わいです。龍泉窯で焼き上
げた瑠璃彩磁壺にて。

塔牌 トウハイ

酒度 ： 15℃
グラス 2,200 / ボトル 8,000

純酒 10年

渋みや酸味が抑えらえ、軽やかな口
当たりと華やかな香りによる上質な
味わい。

澄龍 チェンロン

酒度 ： 15℃
グラス 1,500 / ボトル 7,500

澄龍

手作りにこだわった酒蔵「大越酒業」。
厳格なルールや伝統を重んじる「貴」な
酒を造っています。

紹興貴酒 ショウコウキシュ

酒度 ： 15℃
グラス 1,200 / ボトル 5,200

紹興貴酒 10年
しっかりとした酸味と渋味が感じられ
る飲み応えのある紹興酒。ワインや
日本酒の辛口が好きな方にはたまらな
い一品です。

神気 シェンチー

酒度 ： 16℃
グラス 1,000 / ボトル 5,000

神気 10年

希少な25年物を景徳鎮の酒壺にて。
古越龍山ブランドの中でも最高クラス
の馥郁たる香りと芳醇な味わい。

古越龍山　コエツリュウザン

酒度 ： 15.5℃
グラス 8,000 / ボトル 30,000

陳醸　25年

　

コエツリュウザン

上海に唯一残る酒蔵「金風酒業」が蜂蜜・クコ・梅干を混ぜ、
中高流層向けに開発した黄酒。

石庫門 シークーメン

グラス 1,750 / ボトル 5,800

グラス 2,500 / ボトル 12,500

石庫門 12年

石庫門 20年

酒度 ： 12.5℃

酒度 ： 15℃

熟成のピークを迎えて穏やかに変貌
した香りと味わいは繊細にして軽やか、
上品かつ深みを感じさせてくれます。

塔牌 トウハイ

酒度 ： 15℃
グラス 2,600 / ボトル 9,500

陳年 15年


