倶楽部“さくら” Club Original“SAKURA”

香港日本人倶楽部

中口 ／アルコール度15～16％
原料米 オオセト（香川県産）
香川県 西野金陵
300ml HK$130
竹林“かろやか 純米大吟醸
日本酒度＋2／アルコール度15～16％
原料米 山田錦（自家栽培）
岡山県 丸本酒造
300ml HK$180

日本酒メニュー
緑川 久保田
初孫
加賀ノ月

蓬莱泉“空” 純米大吟醸
日本酒度＋1／アルコール度16％
原料米 山田錦
愛知県 関谷酒造
720ml HK$750

竹林

梵

獺祭

獺祭 3割9分 純米大吟醸
日本酒度＋2／アルコール度16％
原料米 山田錦
山口県 旭酒造
720ml HK$620

梵 特選 純米大吟醸
日本酒度＋2／アルコール度16％
原料米 山田錦
福井県 300ml HK$320／ 720ml HK$600
加藤吉兵衛商店

蓬莱泉
七田

さくら

実楽

獺祭45 発泡にごり酒
日本酒度＋2／アルコール度16～17％
原料米 山田錦
山口県 旭酒造
360ml HK$240

薫酒 華やかな吟香が

熟酒 長期熟成による琥

特徴。食前酒や前菜のお
供によく、自然の甘みを持
つ食材やフルーツとも好
相性。

珀色の古酒。とろりとした舌
触り、酸味と香りが強いの
で食後酒として。

爽酒 淡麗辛口。清涼

醇酒 ふくよかな風味と

感のある味わいは 、飲み
飽きしないので食中酒によ
く、素材を生かした刺身や
煮物と合わせて。

コクを持ち、味付けのしっか
りした肉料理や揚げ物、発
酵食品と合わせやすく、
締めの食中酒に。
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あさ開“南部流伝承造り” 大吟醸
日本酒度＋2／アルコール度15～16％
原料米 岩手県産米
岩手県 あさ開
300ml HK$170
加賀ノ月“月光” 純米大吟醸
日本酒度＋3.5／アルコール度15～16％
原料米 五百万石
石川県 加越
300ml HK$150
初孫“魔斬” 生酛純米
日本酒度＋8／アルコール度15.5％
原料米 美山錦
山形県 東北銘醸 300ml HK$130
緑川 純米
日本酒度＋4／アルコール度17～18％
原料米 五百万石
新潟県 緑川酒造 720ml HK$400
久保田“萬寿” 純米大吟醸
日本酒度＋3／アルコール度15％
原料米 五百万石・新潟県産米
新潟県 朝日酒造
720ml HK$850
1,800ml HK$1,800

七田 7割5分磨き 純米
日本酒度＋4.5／アルコール度17～18％
原料米 山田錦
佐賀県 天山酒造 720ml HK$320
燗酒

山田錦の里 実楽 特別純米
日本酒度＋2.5／アルコール度14.5％
原料米 山田錦
兵庫県 沢の鶴
1合180ml HK$50
2合360ml HK$100

あさ開

倶楽部“さくら” Club Original“SAKURA”
純米吟醸 Junmai Ginjyo
Medium／Alc.15～16％
香川県Kagawa Pr.
300ml HK$130

The Hongkong Japanese Club

日本酒Sake Menu

竹林“かろやか” CHIKURIN“KAROYAKA”
純米大吟醸Junmai Daiginjyo
Dry+2／Alc.15～16％
岡山県Okayama Pr. 300ml HK$180

緑川 久保田
初孫
加賀ノ月

あさ開

蓬莱泉“空”HOURAISEN”KU”
純米大吟醸Junmai Daigijyo
Dry+1／Alc.16％
愛知県Aichi Pr.
720ml HK$750

竹林

梵

獺祭

獺祭 3割9分 DASSAI 39
純米大吟醸Junmai Daiginjyo
Dry+2／Alc.16％
山口県Yamaguchi Pr. 720ml HK$620

梵 特選 BORN TOKUSEN
純米大吟醸Junmai Daiginjyo
Dry+2／Alc.16％
300ml HK$320
福井県Fukui Pr.
720ml HK$600

蓬莱泉
七田

さくら

実楽

獺祭45 DASSAI 45
発泡にごり酒 Sparkling Cloudy
Dry+2／Alc.16～17％
山口県Yamaguchi Pr. 360ml HK$240

Floral ; Delicate
in style with
upfront fruit and
floral fragrances.

Aged ; Aging process
make it unique taste
like dried fruits.

Refreshing ; Dry,
fresh and clear,
light to medium
body.

Mellow ; Rich in
aroma, medium to
full bodied with
intense rice flavor.
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あさ開“南部流” ASABIRAKI“Namburyu”
大吟醸Daiginjyo Dry+2／Alc.15～16％
岩手県Iwate Pr.
300ml HK$170

加賀ノ月“月光” KAGANOTSUKI “GEKKO”
純米大吟醸Junmai Daiginjyo
Dry+3.5／Alc.15～16％
石川県Ishikawa Pr. 300ml HK$150

初孫“魔斬” HATSUMAGO“MAKIRI”
生酛純米Kimoto Junmai Dry+8／Alc.15.5％
山形県Yamagata Pr. 300ml HK$130

緑川 MIDORIKAWA
純米Junmai Dry+4／Alc.17～18％
新潟県Niigata Pr.
720ml HK$400

久保田“萬寿”KUBOTA”MANJU”
純米大吟醸Junmai Daigiｎjyo
Dry+3／Alc.15％
720ml HK$850
新潟県Niigata Pr. 1,800ml HK$1,800

七田 7割5分磨き SHICHIDA 75
純米Junmai
Dry+4.5／Alc.17～18％
佐賀県Saga Pr.
720ml HK$320
燗酒Warming

山田錦の里 実楽 JITSURAKU
特別純米Tokubetsu Junmai
Dry+2.5／Alc.14.5％
兵庫県Hyogo Pr.
1合180ml HK$50
2合360ml HK$100

