
A 10% service charge will be added  to total amount of your bill after 5:00 p.m.
午後５時以降のご利用につきましては、サービス料として御飲食代金の10％を申し受けます。

（税込　715）

（税込　660）

（税込　660）

（税込　660）

グラス 各 650

 

グラス  600

グラス  600

グラス  600

ノンアルコールカクテル
Non-alcohl Cocktail

Chandon rosé
シャンドン ロゼ

Le Temps Meilleur Brut

伝統と革新が造り上げる
正統派スパークリング

グラス   950円（税込 1,045円）
ボトル 5,500円（税込 6,050円）

グラス   700円（税込   770円）
ボトル 4,200円（税込 4,620円）

ル ・ タン ・ メイユール ブリュット スパークリング

オーストラリアのヤラ ヴァレーにモエ・エ・シャンドン社が

設立したドメーヌ・シャンドン。「シャンドン　ロゼ」はここで、

シャンパンの伝統品種であるシャルドネとピノノワールを

用い、シャンパンと同じ製法で造られます。イチゴやチェリーを

思わせるチャーミングな風味と爽快なフィニッシュを持つ、

フレッシュでエレガントな魅惑的なロゼスパークリングです。

大切な方との乾杯にどうぞ。

<辛口>

　　

お す すめ

乾 杯ド リンク

インナーケアカクテル   
 密-hisoca-  （ソーダ割 または 水割）

ざくろ・クランベリー・西洋梨よりお好きな味を
お選びください。

シャーリー・テンプル　

シャーリー・テンプル・ブラック

ざくろグレープフルーツ

グレナデンの甘い口当たりとジンジャーエールのピリッとくる後味が爽快な味わいの
ノンアルコールカクテルです。

ジンジャーエールの代わりにコーラを使用したシャーリーテンプルです。

甘口のノンアルコールカクテルです。

古くから美容と健康維持に用いられてきた西洋ハーブと
東洋ハーブ（和漢植物）を融合させたインナーケアドリンク。
上品な甘さが体に優しいカクテルです。

Inner care cocktail “hisoca”

Shirley Temple 

Shirley Temple Black 

Pomegranate Grapefruit 

大森 P4



A 10% service charge will be added  to total amount of your bill after 5:00 p.m.
午後５時以降のご利用につきましては、サービス料として御飲食代金の10％を申し受けます。

ごくひんてっかんのんちゃ

白いジャスミンと黄色のキンセンカの花が、
ポットの中で開きます。　

ジャスミン工芸茶   茉莉仙女 (福建省産)
Jasmine Ball Tea

ポット  800
 （税込　880）

ま つ り せ ん に ょ

おすすめ中国茶

クオリティーシーズンに摘まれた茶葉のみを使った特級ならではの柔らかい
味わい。華やかで深みのある香りが特長です。

ウーロン茶   極品鉄観音茶 (福建省産)
Oolong Tea " Tie Guan Yin "

ポット  630
 （税込　693）

とうちょうウーロンちゃ

台湾産の軽発酵で､緑茶に近いさわやかな味わいの烏龍茶｡ 
華やかでありながら心をほっと落ち着かせる味わいです。

ウーロン茶   凍頂烏龍茶 (台湾産)
Oolong Tea " Dong Ding "

ポット  630
 （税込　693）

こうしゅうろんじんちゃ

清代には皇帝への献上茶ともなった中国緑茶を代表する古くからの銘柄です。
すっきりと心地よい口当たりが特徴です。

緑      茶   杭州龍井茶 (浙江省産)
Green Tea "Long Jing"

ポット  630
 （税込　693）

きゅうていプーアールちゃ

プーアル茶の中でもグレードが高く、非常に飲みやすいお茶です。
まろやかな口当たりとほどよい甘味が残ります。         

プーアル茶   宮廷普　茶 (雲南省産)
Pu Er Tea

ポット  530
 （税込　583）

ら い ち こ う ち ゃ

天然ライチ果汁で香りを移した紅茶です。
ほのかな甘みがありますのでストレートでお召しあがりください。

紅　　 茶   　枝紅茶 (広東省産)
Flavored Black Tea " Lychee "

ポット  530
 （税込　583）

中国茶
Chinese Tea

銀座アスターセレクトの中国茶を各種ご用意いたしました。
ポットでのご用意ですので、2～3名さまで3煎ほどお楽しみいただけます。

銀座アスター  厳選



A 10% service charge will be added  to total amount of your bill after 5:00 p.m.
午後５時以降のご利用につきましては、サービス料として御飲食代金の10％を申し受けます。

紹興酒

紹興陳年花彫酒「古越龍山」 (10年）

紹興陳年花彫酒「古越龍山」 (８年）

銀座アスターオリジナルブレンド

興陳年花彫酒「古越龍山」(12年）

Chinese Rice Wine

瓶・700ml  12,600
（税込　13,860）

果実酒 ・白酒
FruitWine  , Chinese Spirit

銀座アスターオリジナルボトル 紹興加飯酒 (5年）

400ml  2,600
 （税込　2,860）

瓶・600ml  3,700
（税込　4,070）

グラス  650
 （税込　715）

200ml  1,300
     （税込　1,430）

  400ml  5,300
（税込　5,830）

瓶・700ml  8,800
（税込　9,680）

グラス  1,400
（税込　1,540）

 200ml  2,700
（税込　2,970）

銀座アスターセレクト白磁壷・500ml  5,900
（税込　6,490）

杏子酒（ロックまたは ソーダ割り） グラス   700
 （税込    770）

桂花陳酒（ロックまたは ソーダ割り） グラス   700
 （税込    770）

貴梅酒（ロックまたは ソーダ割り） グラス   700
 （税込    770）

汾酒（53度） グラス  600　ボトル  5,000
 （税込　660）    （税込　5,500）

Chinese Rice Wine (10years)

Chinese Rice Wine (5years)

Chinese Rice Wine (8years)

Chinese Rice Wine (12years)

中国釣魚台迎賓館で供される国賓接待酒として選び抜かれた
甕詰め原酒（12年貯蔵）を、当社仕様にブレンドした特別酒です。

Chinese Apricot Wine

Fragrant olive Wine

Chinese Plum Wine

Chinese Spirit (Fen Jiu)



A 10% service charge will be added  to total amount of your bill after 5:00 p.m.
午後５時以降のご利用につきましては、サービス料として御飲食代金の10％を申し受けます。

ウイスキー
Whiskey

日本酒 
Sake

本格焼酎
Sho-Cyu

Wheat-
Shochu

Sake

Potato-
Shochu

・ウーロン茶・・・・カラフェ 1,000   ・氷・・・・200   ・カットレモン・・・・200

ウーロンハイ グラス  530

銀座のすずめ　黒麹

白鶴 特撰 特別純米酒 山田錦

白鶴 特撰 飛翔  辛口

白水

「いいちこ」フラスコボトル

グラス  530　   ボトル  3,200

グラス  530　   ボトル  4,000

グラス  810　   ボトル  6,800

（税込　583）     （税込　3,520）

（税込　583）     （税込　4,400）

（税込　891）     （税込　7,480）

グラス  530　   ボトル  3,300

グラス  530　   ボトル  4,000

グラス  650　   ボトル  5,000

（税込　583）     （税込　3,630）

（税込　583）     （税込　4,400） 

（税込　715）     （税込　5,500）

薩摩焼酎　黒白波

龍門滝

一刻者

（税込　583）

（税込　1,100） （税込　220） （税込　220）

ウィスキー・焼酎はボトルキープを承っております。詳しくは係りの者にお問い合わせください。

ビール

ピルスナー  700      小グラス  550

　シングル  650　ダブル  1,300　ボトル  11,000

シングル  650　ダブル  1,300　ボトル  11,000

グラス  700

Beer

（税込　770）         （税込　605）

（税込　715） 　（税込　1,430）　　（税込　12,100）

（税込　715） 　（税込　1,430）　　（税込　12,100）

（税込　770）

300ｍｌ  1,200

小  500　       大  1,000

（税込　1,320）

（税込　550）      （税込　1,100）

中瓶  830
（税込　913）

麦焼酎 

芋焼酎

清   酒

プレミアム生ビール（アサヒ熟撰）

瓶ビール
Draft Beer

Beer

国産ウイスキー

シーバス リーガル

ハイボール（ウイスキー・ソーダ）

Oolong Tea High Ball

"Ginza no Suzume"black rice malt 

Kuro Shiranami

Ryumondaki

Ikkomon

全麹仕込みを黒麹菌によって行なう事で、麦の香りとコクが存分に引き出された焼酎です。     

良質な水を使用し、大麦麹100％で高精白、低温発酵で仕上げた
「いいちこ」最高級品です。まろやかでコクがある深い味わいが特徴。

元来、黒麹焼酎づくりを得意とする黒瀬杜氏が仕込んだ本場の黒。
黒麹ならではの甘さとコクはお湯割り、ロックでいっそう引き立ちます。

黒麹仕込みが生んだ芳醇な香りと、まろやかな深い味わいが特徴の本格芋焼酎です。

芋本来のうまさに頑固なまでにこだわり、芋100％で丹念につくった全量芋焼酎です。

やさしい麦の香りとやわらかくまろやかな味わいが特長のむぎ焼酎です。     
Hakusui

Iichiko

Japanese  Whiskey

Chivas Regal　

High Ball (Whiskey and Soda)

"Hakutsuru Yamadanishiki”Special Classic

"Hakutsuru premium Hisyo" dry



A 10% service charge will be added  to total amount of your bill after 5:00 p.m.
午後５時以降のご利用につきましては、サービス料として御飲食代金の10％を申し受けます。

ハウスワイン  Logez du vinc

赤ワイン Vin Rouge

白ワイン Vin Blanc

シャンパン ・ スパークリングワイン
Champagne ,Sparkling wine 

ワイン
Wine 

メイユール・ラ・ビシェット
(フランス・コート・デュ・リュベロン）白・赤 

トルマレスカ・シャルドネ

シャブリ

（イタリア・プーリア）

シャトー・ベルエール
(フランス・A Cボルドー・ミディアムボディ)

ブルゴーニュ ピノ・ノワール
（フランス・A Cブルゴーニュ・ミディアムボディ）

(フランス・ブルゴーニュ）

ツァリーヌ キュヴェ・プレミアム ブリュット

コドーニュ・クラシコ・セコ

(フランス・シャンパーニュ） 

200ml  1,200

　ボトル  4,000

ボトル  4,800

グラス  750

400ml  2,400
（税込　1,320）

（税込　4,400）

ハーフボトル  5,000

ボトル  9,100
（税込　5,500）

（税込　10,010）

（税込　5,280）

ボトル  4,500
（税込　4,950）

ボトル  6,400
（税込　7,040）

（税込　825）

（税込　2,640）

ボトル  5,300
（税込　5,830）

ハーフボトル  3,000
（税込　3,300）

（税込　13,200）

ボトル  12,000

ハーフボトル  2,600
（税込　2,860）

ル・タン・メイユール ブリュット グラス  700

（税込　4,620）

ボトル  4,200
（税込　770）

シャンドン ロゼ
(オーストラリア） 

グラス  950

（税込　6,050）

ボトル  5,500
（税込　1,045）

 (スペイン・D.O.カヴァ）

Meilleur La Bichette Cotes Du Luberon

Tormaresca chardonnay

Chateau Bel Air 

Bourgogne Pinot Noir

Chablis 

シャルドネ100％を使用、ほのかな樽の風味と果実の
フレッシュさのバランスのよい味わいです。 

やわらかく広がる香りとまろやかな口当たり。
バランスよい味わいに仕上がったワインです。

芳醇な香り、なめらかなタンニンと豊かな果実味、
ミネラルの香りが見事に調和したワインです。 

柑橘系の果実や白い花を思わせる香り、果実味のある心地よい酸味が特徴です。

優れたワインの産地としてにわかに評価されている
コート・デュ・リュベロン地区のワインです。

帝政ロシアの皇帝(ツァー)に敬意を表し作られたシャンパーニュです。
繊細な香り、華やかな余韻、力強く洗練された味わいが特徴です。

クリーミーで繊細な泡、気品のある酸味とほどよい果実味が魅力的な
スパークリングワインです。。

Le Temps Meilleur Brut

Chandon rosé

Codorniu Clasico Seco, Cava, San Sadurni d'Anoia,Cataluna

Tsarine Cuvée Premium Bruit



A 10% service charge will be added  to total amount of your bill after 5:00 p.m.
午後５時以降のご利用につきましては、サービス料として御飲食代金の10％を申し受けます。

グラス  630

グラス  630

グラス  630

グラス  740

グラス  740

グラス  740

シャンディーガフ

カシスビア

ビアスプリッツァー（ビール+白ワイン）

ワインスプリッツァー

キール

カーディナル

カクテル ・ チャイナカクテル
Cockta ,Chinese Cocktaill

ビール
ベース
Beer

ワイン
ベース
Wine

（税込　693）

（税込　693）

（税込　693）

杏子酒と中国茶のカクテル

杏子酒とフルーツジュースのカクテル

杏子酒ソーダ

杏子酒
ベース

Apricot
グラス  720

グラス  720

グラス  700

（税込　792）

（税込　792）

（税込　770）

桂花陳酒と中国茶のカクテル

桂花陳酒とフルーツジュースのカクテル

桂花陳酒ソーダ

桂花陳酒
ベース

Fragran
 olive

グラス  720

グラス  720

グラス  700

（税込　792）

（税込　792）

（税込　770）

貴梅酒ソーダ貴梅酒
ベース
Plum

グラス  700
（税込　770）

グラス  630

グラス  630

グラス  630

グラス  630

グラス  630

カシスオレンジ

カシスグレープフルーツ

カシスウーロン

カシスジャスミン

カシスソーダ

カシス
ベース
Cassi （税込　693）

（税込　693）

（税込　693）

（税込　693）

（税込　693）

（税込　814）

（税込　814）

（税込　814）

Shandy Gaff 

Cassis Beer 

Beer Spritzer

Cassis Orange

Cassis  Grapefruit

Cassis  Oolong

Cassis  Jasmine

Cassis  Soda

Wine Spritzer 

Kir

Cardinal

ジンジャーエールの刺激的な後味と、ビールの苦味が程好くマッチしたカクテルです。

果実味豊かなカシスの風味に、ビールがマッチしたフルーティーなカクテルです。

ビールのほろ苦さと白ワインのすっきりとした味わいのカクテルです。

（ウーロン茶 または ジャスミン茶）

（オレンジ または グレープフルーツ）

ヨーロッパを中心に楽しまれているワインをソーダで割ったさわやかなカクテルです。

カシスのリキュールに白ワインをプラスした甘口カクテルです。

カシスの甘さが赤ワインの渋みと溶けあった飲みやすいワインカクテルです。

Apricot Oolong / Apricot Jasmine

Apricot Orange / Apricot Grapefruit

Apricot Soda

（ウーロン茶 または ジャスミン茶）

（オレンジ または グレープフルーツ）

Fragrant olive  Oolong / Fragrant olive Jasmine

Fragrant olive Orange / Fragrant olive Grapefruit

Fragrant olive Soda

Plum Soda

大森 P9



A 10% service charge will be added  to total amount of your bill after 5:00 p.m.
午後５時以降のご利用につきましては、サービス料として御飲食代金の10％を申し受けます。

アイスウーロン茶

アイスジャスミン茶

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

ジンジャーエール

コーラ

コーヒー (ホット・アイス）

エビアン

ノンアルコールビールテイスト飲料

ノンアルコールスパークリング　ロゼ　

400

400

500

500

500

500

500

400

小瓶  520

ボトル  3,000

ソフトドリンク

（税込　440）

（税込　440）

（税込　550）

（税込　550）

（税込　550）

（税込　550）

（税込　550）

（税込　440）

（税込　572）

（税込　3,300）

Ice Oolong Tea

Ice  Jasmine Tea

Orange Juice

Grapefruit Juice

Ginger Ale

Coke

Coffee

Evian

Beer Taste Beverage

Nonalcoholic Sparkling Rose
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