
Non alcohol Drink ［ノンアルコールドリンク］

OPIA Chardonnay 
Non alcohol sparkling wine 

オピア シャルドネ
ノンアルコール
スパークリングワイン
 

2017年のノーベル賞

受賞晩餐会でも採用された、

日本有機ＪＡＳ認定の

オーガニックノンアルコール

ワインテイスト飲料。

　　○by the glass 
　　　Member: ¥792　Visitor: ¥990
　　○Bottle
　　　Member: ¥4,400　Visitor: ¥5,500

Wine ［ワイン］  By the glass

Sparkling【泡】
Simonnet-Febvre Crémant de Bourgogne
クレマン・ド・ブルゴーニュ        　  　　　　　　　　　              Member: ¥1,320　Visitor: ¥1,650
 

White【白】
Viognier 2018, P.Jaboulet
ヴィオニエ 2018                                                               　　                     Member: ¥1,144　Visitor: ¥1,430

Chablis 2017, Simonnet-febvre
シャブリ シモネ フェブル 2017                       　　　　　　                 Member: ¥1,320　Visitor: ¥1,650
 

Red【赤】
Bourgogne Rouge 2018, Louis Latour
ブルゴーニュ ルージュ 2018                                                                      Member: ¥1,320　Visitor: ¥1,650

Robert Mondavi Private Selection Bourbon Barrel-aged 
Cabernet Sauvignon 2018
ロバート・モンダヴィ プライベート・セレクション  
カベルネ・ソーヴィニョン 2018                                                                Member: ¥1,496　Visitor: ¥1,870

Sherry【シェリー】
Tio Pepe, Fino [60ml]
フィノ ティオ・ペペ                                                                                         Member: ¥704　Visitor: ¥880

Port【ポート】
Taylor, Late bottled vintage [60ml]
テイラー レイトボトルド ヴィンテージ                                                       Member: ¥968　Visitor: ¥1,210

Soft Drinks ［ソフトドリンク］

Orange Juice                                Member: ¥440
オレンジジュース                               Visitor: ¥550

Grapefruit juice                           Member: ¥440
グレープフルーツジュース     　　 Visitor: ¥550

Iced oolong tea                           Member: ¥440
アイスウーロン茶                    　      Visitor: ¥550

Tonic water                                  Member: ¥440
トニックウォーター　                　  Visitor: ¥550

Milk                                                Member: ¥440
ミルク　　                                        Visitor: ¥550

Coca cola / Coca cola zer　     Member: ¥528
コカコーラ / コカコーラ ゼロ      Visitor: ¥660

Ginger ale [Wilkinson]              Member: ¥528
ジンジャーエール　　                    Visitor: ¥660

Tomato juice                                Member: ¥528
トマトジュース　                         　Visitor: ¥660

Bottled Water ［ミネラルウォーター］

Sparkling
Perrier 330ml [France]       　　
ペリエ　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　            Member: ¥616　Visitor: ¥770

San Pellegrino 750ml [Italy]      
サンペレグリノ                                                                                            Member: ¥880　Visitor: ¥1,100
                                                          

Still
Fuji mineral water 780 ml [Japan]
富士ミネラル                                                                                                   Member: ¥616　Visitor: ¥770

Beer ［ビール］

Asahi Super Dry [Glass]
アサヒスーパードライ 樽生【グラス】                                                         Member: ¥704　Visitor: ¥880

Sapporo [334ml]
サッポロ 黒ラベル 小瓶                                                                               Member: ¥704　Visitor: ¥880

Asahi Zero [334ml]　[Non-alcohol beertaste drink]
ノンアルコールビールテイスト飲料　アサヒ ゼロ          　                 Member: ¥616      Visitor: ¥770

SAKE  Japanese rice wine  ［日本酒］

KIKUSUI [180ml] 　On the rock, Chilled or Room temp
菊水 （新潟）　【常温、冷、またはロック】  　　　　　　　               Member: ¥880　Visitor: ¥1,100

Spirits ［スピリッツ］

Camus Borderies V.S.O.P 
[Brandy, Cognac, 30ml]
カミュ ボルドリー V.S.O.P （ブランデー、コニャック） 40% vol.      Member: ¥1,232　Visitor: ¥1,540

Ikkomon 
[Japanese distilled potatoes spirits, 60ml]
一刻者 （芋、鹿児島） 25% vol.　　　　　　　　　　   　                  Member: ¥792　Visitor: ¥990

Kicchomu 
[Japanese distilled barley spirits, 60ml]
吉四六 （麦、大分） 25% vol.　　   　                                                         Member: ¥792　Visitor: ¥990

Yoichi 
[Single Malt, Japanese whisky, 30ml]
シングルモルト 余市  （ニッカウヰスキー） 43% vol.                            Member: ¥880　Visitor: ¥1,100

表示料金は税込価格です。税込表示価格にサービス料10%を別途頂戴いたします。
The prices include consumption tax. A service charge 10% will be added to your bill, inclusive of consumption tax.

（　）内は割引料金です（20％引き）。割引料金は国際文化会館会員の方に適用されます。
Discount rates are indicated in brackets (20% OFF). Discount rates are applicable for IHJ members.

Non alcohol sparkling wine 
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