
　　＊生ビール　【サッポロ黒ラベル　　３0０ｍｌ】 ¥850
Draft beer Sapporo

　　＊ヱビス琥珀　【生　　３３０ｍｌ】 ¥1,000
Draft beer Ebisu Kohaku

　　＊中瓶ビール　【プレミアム　モルツ　　中瓶　500ｍｌ】 ¥950
Suntory Bottle　Beer Premium Malt's 500ml

　　＊小瓶ビール　【アサヒ　スーパードライ　　小瓶　334ｍｌ】 ¥750
Asahi Bottle Beer Super DRY 334ml

　　＊ノンアルコールビール【サントリーオールフリー小瓶　３３４ｍｌ】 ¥650
Non　Alcoｈoｌ Beer Suntory All Free 334ml

  　 ＊志賀高原地生ビール【ペールエール　５００ｍｌ】 ¥1,200
Local Draft Beer SHIGAKOUGEN 500ml

  ⾃宅には無い飲みもの、⾃宅では作れない料理、⾃宅には無い器、そして、⼼のこもったおもてなし。
  GARGERYは全てのビールを醸造所から飲⾷店へ冷蔵便にて直送します。プロからプロへ。
  そしてお客様に豊かな時間を過ごしていただくことに真摯に取り組む飲⾷店にGARGERYを託し
  お客様の口元までお届けしたいと考えています。「飲⾷店だけで出逢えるビール」として。

  　 ＊ガージェリービール【小瓶　３３０ｍｌ】 ¥1,200
Gagery　Bottle　Beer ３３0ml

＊ガージェリー・ウィート（ヴァイツェンタイプ）

ヴァイツェン酵⺟由来のフルーティで独特なフェノール⾹。
ドイツ産ノーザンブルワー種ホップを単独使用し
シンプルでさわやかな苦味を実現。

＊ガージェリー・エックスエール（ペールエールタイプ）

ドイツ産ノーザンブルワー種ホップをたっぷり使用した上
ヘルスブルッカー種ホップをドライホッピングすることで
ホップ由来のフルーティな⾹りを楽しめる。

＊ガージェリー・ブラック（スタウトタイプ）

クリスタル⻨芽、チョコレート⻨芽による深く豊かなロースト⾹。
⻨芽とホップをたっぷりと使用したことにより
フルボディでフレーバーリッチな飲み応えを実現。

ビール
Beer

＊飲食店限定 プレミアムビール「ガージェリー」

上記金額はサービス料・税金込みでございます。
Tax and Service charge are included in prices



　　＊麦焼酎
Shochu made from wheat

・信濃の香り （長野県） ¥850
Nagano Prefecture

　　＊芋焼酎
Shochu made from potato

・六代目百合（ろくだいめゆり） （鹿児島県） ¥850
　　Rokudaimeyuri Kagoshima Prefecture

　　＊限定の焼酎
Special of Shochu 

・情け嶋（芋） （八丈島） ¥1,100
Hatijyoujima Prefecture

　　　SIRAKABAHIGH-BALL（焼酎ハイボール）
　　　～樽熟成米焼酎と白樺樹液の融合、炭酸水で作る一杯～

　　　　               オーク樽で熟成させた焼酎と長野県八千穂高原の日本一と呼ばれる白樺林の

         白樺樹液を合わせたスピリッツで、和食でも中華でも合うおすすめの味わいです。

           ～白樺の樹液は老化や生活習慣病の防止に役立つと言われています～

   ロック　900円　ハイボール　1000円

　　＊鶴梅　梅酒　すっぱい （和歌山県）

Turuume plum liquor Wakayama Prefecture

ロック ¥950 ソーダー割り ¥1,050

　　＊鶴梅　ゆず （和歌山県）

Yuzu liquor Wakayama Prefecture

ロック ¥950 ソーダー割り ¥1,050

焼酎
Shochu

果実酒
Fruit Liquor

　　Nasakeshima

　　Shinanono-kaori

上記金額はサービス料・税金込みでございます。
Tax and Service charge are included in prices



 　スパークリングワイン　Sparkling Wine

　＊NV　プロセッコ　エキストラ　ドライ ¥1,300
              Prosecco di Valdobbiadene Brut DOC

 　白ワイン　White Wine

　＊信州たかやしろ　シャルドネ　 ¥1,200
              Takayasiro Chardonnay

 　赤ワイン　Red Wine

　＊信州たかやしろ　エステート　ルージュ ¥1,200
              Takayasiro Eastate rouge(merlot,fujinoyume)

    ＊関帝　陳８年　【１８０ｍｌ】 ¥1,600
Kantei ８year　180ｍｌ

    ＊関帝　陳10年 ボトル　【50０ｍｌ】 ¥5,800
Kantei 10year　Bottle　500ｍｌ

    ＊りんごジュース【山ノ内町産１００％】 ¥500
Apple juice　

    ＊温州みかんジュース ¥500
Unsyu orange juice

    ＊烏龍茶 ¥500
Oolong tea

    ＊コカ　コーラ ¥500
Coke

    ＊ジンジャーエール ¥500
Ginger Ale

    ＊ももジュース　【信州産１００％】 ¥700
Peach juice

    ＊山ぶどうジュース　【福井県　白山ワイナリー】 ¥1,000
Ｗild grapevine juice

紹興酒
  Chinese Rice Wine

ソフトドリンク
Non Alcohol

グラスワイン
By the glass of wine

上記金額はサービス料・税金込みでございます。
Tax and Service charge are included in prices



◆縁喜（えんぎ）　特別純米
       ENGI

◆水尾（みずお）　特別純米
       ＭＩＺＵＯ
　　旨味、辛口の味わいのバラスが良く冷酒でも燗でもおすすめの地酒です。

◆北安大国（ほくあんたいこく）　純米原酒
       HOKUANDAIKOKU

◆亀の海（かめのうみ）　特別純米　氷温囲い
       KAMENOUMI 

＊勢正宗（いきおいまさむね）　純米吟醸　もち米四段仕込み
       IKIOIMASAMUNE

◆井乃頭（いのかしら）　純米大吟醸　生原酒
       INOKASIRA 

◆＝This is a featured hot sake
◆＝おすすめの燗酒表記です

　～信州秘密の酒～　

長野県の地酒
Nagano's Sake

(山ノ内町）

　　志賀高原の湧水で醸した日本酒。旨味の後にしっかり辛口で最後にキレもあり冷酒でも燗でもおすすめの地酒です。

1グラス(90ml)　　￥480　　　　　　　1合（180ml）　　￥９60

◆本金(ほんきん)  純米酒　｢雨あがりの空に｣ (諏訪市)

      HONKIN
　　旨味と余韻が広がる味わいのある一本です｡

1グラス(90ml)　　￥600　　　　　　1合（180ml）　　￥1,200

（飯山市）

1グラス(90ml)　　￥500　　　　　　1合（180ml）　　￥1000

(伊那市）

1グラス(90ml)　　￥750　　　　　　　1合（180ml）　　￥1500

【一般販売されていない日本酒】

(大町市）

1グラス(90ml)　　￥600　　　　　　　1合（180ml）　　￥1200

(佐久市）

1グラス(90ml)　　￥600　　　　　　　1合（180ml）　　￥1200

(中野市）

1グラス(90ml)　　￥650　　　　　　　1合（180ml）　　￥1300

　　長野県産美山錦100％使用して醸した日本酒で、旨味たっぷりの味わいです｡

　　浅科五郎兵衛神殿農薬無散布ひとごこち100%を醸した日本酒です｡　旨味と余韻のある味わいです｡

　　長野県産ひとごこち100％を醸した一本です。　果実香があり、口の中に旨味が広がります。

　　長野県産金紋錦と信濃町産ひめのもちをブレンドさせた一本です｡旨味と後味の爽やかさの相性が絶妙です｡



     HOKUTOZUOSOH

◆富美菊(ふみぎく)　PROTOTYPE 純米酒
    HOKUANDAIKOKU

    HAKUIN-MASAMUNE

＊蒼空（そうくう）　純米吟醸　山田錦(兵庫県特A地区吉川産)
    SOUKUU
　　京都の伏見にある小さな酒蔵。すべて手作り、純米酒のみで、口に含むと穏やかな香りと優しい旨味が口の中に広がります。

◆王禄（おうろく）　純米酒　　｢丈径直汲｣
     OUROKU
　　年間限定本数210本と大変貴重な一本です｡　コクのあるしっかりした味わいです｡

◆東洋美人(とうようびじん)　千本錦　純米
     TOUYOH-BIJIN
　　酒造好適米「千本錦」使用　　すっきりした飲み口、余韻ある味わいの広がる一本です。

 全国の銘酒
Sake from all over the country

(北海道　夕張）

　　北海道を愛する清き精神の結晶として醸された日本酒。　フルーティな香りと旨味のある一本です｡

1グラス(90ml)　　￥700　　　　　　　1合（180ml）　　￥1400

◆ 北斗随想(ほくとずいそう)　純米吟醸

(石川県　小松市)◆農口尚彦研究所(のぐちなおひこけんきゅうじょ) 　ひやおろし

(山口県　萩市）

1グラス(90ml)　　￥500　　　　　　　1合（180ml）　　￥1000

◆＝おすすめの燗酒表記です

　　毎年恒例の朝搾りした限定品です。フレッシュ感もありながら辛口でキレもある一本です。

(富山県　富山市）

1グラス(90ml)　　￥650　　　　　　　1合（180ml）　　￥1300

(静岡県　沼津市）

     NOGUTI

1グラス(90ml)　　￥1200　　　　　　1合（180ml）　　￥2400

(宮城県　石巻市）

1グラス(90ml)　　￥1100　　　　　　　1合（180ml）　　￥2200

◆＝This is a featured hot sake

　　酒造りの神様「農口尚彦」能登杜氏四天王の一人が醸す渾身の一本です。余韻やコクが素晴らしいです。

＊日高見(ひだかみ)　純米大吟醸
     HIDAKAMI
　　　宮城を代表する一本の日高見。旨味が広がりしっかりした味わいです｡

　　　厚みのある味わいと広がる旨味が特徴の一本です。

◆白隠正宗(はくいんまさむね)　純米生原酒おりがらみ

1グラス(90ml)　　￥750　　　　　　　1合（180ml）　　￥1500

(島根県　東出雲）

1グラス(90ml)　　￥800　　　　　　　1合（180ml）　　￥1600

1グラス(90ml)　　￥500　　　　　　　1合（180ml）　　￥1000

(京都府　伏見区）


