DRINK & WINE

表記価格は全て税抜き価格であり、別途サービス料を5％加算させていただきます

- Prem ium B e e r 焼肉に一番合うビール。KINTANの答えはこれでした

白いプレミアム生ビール 白穂乃香

850

赤星 サッポロラガービール（500ml瓶）

600

ちびーる(黒ラベル）

300

シャンディーガフ

700

レッドアイ

700

- Al c ohol Fre e B e e r ノンアルコールビール

700

- F re sh Juice フランス産採れたてフレッシュジュース

アラン ミリア メルロー(赤ぶどう）

780

アラン ミリア ソーヴィニヨン・ブラン(白ぶどう）

780

アラン ミリア マンダリン

880

アラン ミリア ライチ

880

- O r ganic So ft Drink オーガニックコーラ

680

オーガニック・イタリアンサイダー

680

オーガニック・シチリアレモンソーダ

680

オーガニック・ブラッドオレンジソーダ

680

表記価格は全て税抜き価格です

- a G lass o f Cham pagne 焼肉のカンパイはシャンパンが KINTANスタイル

テタンジェ

（産地：フランス 品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ）

980

- a G lass o f Wine 私達はカジュアルに焼肉とワインが楽しめるレストランを目指しています。
お肉の味や食べるシチュエーションに合うよう、旬なワインを丁寧にセレクトしました。
お気軽にスタッフまでお声がけください

White

おすすめのグラスをご用意しております

700〜

Red

おすすめのグラスをご用意しております

800〜

ボトルワインをご要望の場合は
本メニュー後半の「WINE」
をご覧ください

- Sangria Wine KINTAN 自家製サングリア（赤）

580

KINTAN 自家製サングリア（白）

580

サングリア スプリッツァー（赤）

680

サングリア スプリッツァー（白）

680

表記価格は全て税抜き価格です

- W hisk y KINTANハイボール

680

さっぱりビネガーハイボール

780

角ハイボール

580

白州ハイボール

880

白州（ロック、水割り、ストレート）

880

グレンフィディック12年（ロック、水割り、ストレート）

680

KINTAN “Glenfiddich 12 Years Old” Highball
Vinegar Highball
Kaku Highball

Hakushu Highball
Hakusyu

Glenfiddich 12 Years Old

- J apane se SA K E 酔仙 本醸造 辛口

Suisen （産地：岩手 原料米：岩手県内産）

雪男 純米 辛口

Yukiotoko （産地：新潟 原料米：山田錦）

江戸開城

Edokaijyo （産地：東京 原料米：雄町）

獺祭 純米大吟醸45

Dassai 45 （産地：山口 原料米：山田錦）

580

旨味と酸味のバランス。滲み渡る地酒

780

辛口でスッキリ淡麗でキレのある越後の酒

880

口当たり柔らかく、フレッシュな甘みの純米酒

980

洋ナシのようにフルーティーで、豊かな米の香り

※日本酒はグラス販売のみとなります

- S ho chu （芋）
富乃宝山（鹿児島）

780

（芋）
麹屋三代（鹿児島）

780

（芋）
魔王（鹿児島）

980

（麦）
兼八（大分）

780

（米）
八海山 宜有千萬（新潟）

980

Tomino Houzan
Koujiya Sandai
Maoh

Kanehachi
Hakkaisan

※焼酎はソーダ割り、
水割り、
ロック、
ストレート、お湯割りから飲み方をお選びください
表記価格は全て税抜き価格です

- So ur 生レモンサワー

600

生オレンジサワー

680

生ピンクグレープフルーツサワー

680

生いちごサワー

780

生マンゴーサワー

780

さっぱりビネガーサワー

680

悪魔のトマトハイ（1辛、5辛、10辛）

680

ガリ酎ハイ

580

ウーロンハイ

500

黒烏龍ハイ

600

ジャスミンハイ

600

濃厚抹茶ハイ

600

Shochu&Soda with Fresh Lemon

Shochu&Soda with Fresh Orange

Shochu&Soda with Fresh Pink Grapefruit

Shochu&Soda with Fresh Strawberry

Shochu&Soda with Fresh Mango

Shochu&Soda with Vinegar

Shochu with Red Hot Chili Tomato

Shochu&Soda with Pickled Ginger

Shochu with Oolong Tea

Shochu with Black Oolong Tea

Shochu with Jasmine Tea

Shochu with Matcha

表記価格は全て税抜き価格です

- Co ck t ail レッドブルウォッカ

680

ジントニック

680

ウォッカトニック

680

モスコミュール

680

スプモーニ

680

ミモザ

680

カシス（ウーロン、ソーダ、オレンジ、グレープフルーツ）

680

ディタ（ウーロン、ソーダ、オレンジ、グレープフルーツ）

680

カンパリ（ウーロン、ソーダ、オレンジ、グレープフルーツ）

680

Red Bull Vodka

Gin Tonic

Vodka Tonic

Moscow Mule

Spumoni

Mimosa

Cassis

Dita

Campari

- Pl um L ique ur あらごし梅酒（奈良）

700

景虎の梅酒（新潟）

700

青谷の梅酒（京都）

700

Aragoshi Plum Liqueur

Plum Liqueur of Kagetora

Plum Liqueur of Aodani

※梅酒はソーダ割り、水割り、ロック、ストレートから飲み方をお選びください

表記価格は全て税抜き価格です

- So ft Drink ウーロン茶

380

黒烏龍茶

480

ジャスミン茶

380

アラン ミリア メルロー(赤ぶどう）

780

アラン ミリア ソーヴィニヨン・ブラン(白ぶどう）

780

アラン ミリア マンダリン

880

アラン ミリア ライチ

880

オーガニックコーラ

680

オーガニック・イタリアンサイダー

680

オーガニック・シチリアレモンソーダ

680

オーガニック・ブラッドオレンジソーダ

680

ペプシ・コーラ

380

ジンジャエール

380

オレンジジュース

380

グレープフルーツジュース

380

青森のしぼりたてりんごジュース

480

Oolong Tea

Black Oolong Tea
Jasmine Tea

Alain Milliat Merlot

Alain Milliat Sauvignon Blanc
Alain Milliat Mandarin
Alain Milliat Litchi
Organic Cola

Organic Italian Cider

Organic Sicilian Lemon Soda
Organic Blood Orange Soda
Pepsi Cola

Ginger Ale

Orange Juice

Grapefruit Juice

Fresh Apple Juice Produced in Aomori Prefecture

サンペレグリノ（炭酸水）
San Pellegrino

表記価格は全て税抜き価格です

750ml

900

WINE

- Cham pagne テタンジェ

（産地：フランス 品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ）

ヴーヴ・クリコ

7980

フレッシュ＆クリスピー

11800

（産地：フランス 品種：シャルドネ、
ピノ・ノワール、
ピノ・ムニエ）世界中で愛される定番シャンパーニュ

ルイ・ロデレール ブラン・ド・ブラン

（産地：フランス 品種：シャルドネ）

17800

上質な白ワインのようなシャンパーニュ

ドン・ペリニヨン

24800

（産地：フランス 品種：シャルドネ、
ピノ・ノワール、
ピノ・ムニエ）世界中が絶賛する最高のシャンパーニュ

KRUG GRANDE CUVEE

（産地：フランス 品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ）

34800

最高のシャンパーニュ

- Spark ling ベルトゥーレ ブリュット

（品種：ユニ・ブラン）

キアリ ランブルスコ・ロッソ

表記価格は全て税抜き価格です

2980

フレッシュ＆フルーティー

2480

スッキリした甘さ

- W hit e AZAN ブラン

2780

（産地：フランス 品種：ヴィオニエ）

南仏の陽気な白

エスト! エスト!! エスト!!! ディ モンテフィアスコーネ

3000

マルケス・デ・リスカル ブランコ ソーヴィニヨン

3000

トロッケン

3480

さっぱりフルーティー
（産地：イタリア 品種：トレッビア―ノ・トスカーノ、マルヴァシア・トスカーナ）

（産地：スペイン 品種：ソーヴィニヨン・ブラン）

スッキリした飲み心地

（産地：ドイツ 品種：リースリング）

１ℓのお買い得リースリング

マコン・ヴィラージュ レ・ティーユ

3480

（産地：フランス 品種：シャルドネ）

リッチでミネラル

ラ・シャブリジェンヌ ラ・ピエレレ

4000

（産地：フランス 品種：ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ）

ハナミズキ・ブラン

4000

（産地：日本 品種：甲州）

2016 イントゥ シャルドネ

（産地：アメリカ 品種：シャルドネ）

軽やかなミネラル感

染み旨い日本のオレンジワイン

4500

陽気でボリューミーなカリフォルニアワイン

マリヌー

（産地：南アフリカ 品種：シュナン・ブラン）

ジラード ソーヴィニヨン・ブラン ナパ・ヴアレー

（産地：アメリカ 品種：ソーヴィニヨン・ブラン）

表記価格は全て税抜き価格です

4500

フレッシュな飲み口は恋の予感

4980

透明な飲み心地

- Whit e シャトー・デ・サラン・ブラン・スクレ

5500

（産地：フランス 品種：ヴェルメンティーノ）

ジャン・リケール V.V

（産地：フランス 品種：シャルドネ）

マロンの誘惑

6800

魔法のような凄腕で作り上げた最高級シャブリ

コナンドラム・ホワイト

7800

（産地：アメリカ 品種：ソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン、マスカット・カネリ、シャルドネ、ヴィオニエ）

ニュートン アンフィルタード

7800

（産地：アメリカ 品種：シャルドネ）

甘く危険な白

プイィ・フュイッセ ヴィエイユ・ヴィーニユ

8500

（産地：フランス 品種：シャルドネ）

可憐な上品さ

SCRIBE・シャルドネ ソノマ

9800

（産地：アメリカ 品種：シャルドネ）

気品ある果実味

ワードリーム シャルドネ

10000

（産地：フランス 品種：シャルドネ、ピノ・ビアンコ、
リボッラ・ジャッラ） フリウリのエレガントな白

シャブリ パンソン・モンマン

11000

（産地：フランス 品種：シャルドネ）

ミネラルリッチな凝縮感

ジャンボール・エ・ブノワ・ドロワン フルショーム

（産地：フランス 品種：シャルドネ）

デュモル・シャルドネ・ロシアン・リヴァー・ヴァレー

（産地：アメリカ 品種：シャルドネ）

asatsuyu

13000

甘く危険な白ワイン

14000

（産地：アメリカ 品種：ソーヴィニヨン・ブラン）

シャープでエレガント

シャサーニユ・モンラッシェ・ユベールラミ

（産地：フランス 品種：シャルドネ）

12000

伝統と最新の技術

19800

ブルゴーニュの生んだ奇跡のワイン

表記価格は全て税抜き価格です

- Re d ティリア カベルネ・ソーヴィニヨン

2980

（産地：アルゼンチン 品種：カベルネ・ソーヴィニヨン）

しっかりボディ

アンデルーナ メルロー

2980

（産地：アルゼンチン 品種：メルロー、マルベック）

飲み口まろやか

ドメーヌ ダンデソン

3480

（産地：フランス 品種：シラー）

雄牛のごときフルボディ

サブミッション カベルネ・ソーヴィニヨン

（産地：アメリカ 品種：カベルネ・ソーヴィニヨン）

3480

芳醇な口当たりに必ず“服従する”

サリーナ・ロッソ

3980

（産地：イタリア 品種：サンジョベーゼ）

爽やかイタリアン

マルケス・デ・リスカル ティント・レゼルヴァ

（産地：スペイン 品種：テンプラニーリョ）

カーサマデロ カベルネ・ソーヴィニヨン

（産地：メキシコ 品種：カベルネ・ソーヴィニヨン）

パウアベイ

（産地：ニュージーランド 品種：ピノ・ノワール）

689 ナパヴァレー

3980

スペインの至宝

4500

アメリカ大陸最古のワイナリー

4500

野性味溢れるピノ

4980

（産地：アメリカ 品種：ジンファンデル、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー他） 689だけど値段は4980

表記価格は全て税抜き価格です

- Re d ラ・ジェルラ ロッソ・ディ・モンタルチーノ

（産地：イタリア 品種：サンジョベーゼ・グロッソ）

Lo-Fi Cabernet Franc

6000

（産地：アメリカ 品種：カベルネ・フラン）

シャトー・オー・カルディナル

（産地：フランス 品種：メルロー）

5500

トスカーナの超お値打ちワイン

Wine is like life and music.

6500

プピーユオーナーが手掛けるサンテミリオン

ベリンジャー カベルネ・ソーヴィニヨン ナイツ・ヴァレー

6500

ウンガノ ペスチュム アリアニコ

7000

（産地：アメリカ 品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー他）

ボリューミーでしっとり

（産地：イタリア 品種：アリアニコ）

ボリューミーでしっとり

スターレーン ピノノワール サンタ・マリア

（産地：アメリカ 品種：ピノ・ノワール）

バンジャマン・ルルー ブルゴーニュ・ルージュ

（産地：フランス 品種：ピノ・ノワール）

BBR 2017 マリヌー・シラー

7500

天才的なネゴシアン

8000

バルバレスコ マニュエル・マリナッチ

（産地：イタリア 品種：ネッビオーロ）

（産地：南アフリカ 品種：シラー）

7000

満天の星空の下に輝くピノ

マニュエル、ブラボー！

8500

アフリカの恵み、美しい酸のシラー

表記価格は全て税抜き価格です

- Re d ラ・グランジュヌーヴ・フィジャック

9000

（産地：フランス 品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロー） フィジャックのセカンド

アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラシッコ

9500

（産地：イタリア 品種：コルヴィーナ、ロンディネッラ、オゼレータ）

凝縮した果実味

スターレーン カベルネ・ソーヴィニヨン
ハッピーキャニオン・オブ・サンタバーバラ

（産地：アメリカ 品種：カベルネ・ソーヴィニヨン）

9500

幸の丘で作られたハッピーなカベルネ

第一楽章

9800

（産地：日本 品種：マスカット・ベーリーA）

ドメーヌ ド ラ

（産地：フランス 品種：メルロー、カベルネ・フラン）

奇跡の日本ワイン

10000

思わずうっとりしてしまう逸品

グイダルベルト・サッシカイア

11000

（産地：イタリア 品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー）

サッシカイアの弟

カスティロ ディ ボルゲリ

12000

SCRIBE. ピノ・ノワール カーネロス

13000

（産地：イタリア 品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン） スーパータスカン

（産地：アメリカ 品種：ピノ・ノワール）

大人のピノ

ダリオッシュ ピノ・ノワール ロシアン・リヴァー・ヴァレー

14000

フィリップ・パカレ ジュヴレ・シャンベルタン

15000

（産地：アメリカ 品種：ピノ・ノワール）

（産地：フランス 品種：ピノ・ノワール）

rindo

ゴージャスな香りと口当たり

ブルゴーニュの自然派代表

（産地：アメリカ 品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン他）

表記価格は全て税抜き価格です

18000

美しいタンニン

- Re d BERINGER Private Reserve Cabernet Sauvignon 20000

（産地：アメリカ 品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン他）

シャトーヌフ・デュ・パプ
クロ・デ・パプ・ルージュ ポール・アヴリル

（産地：フランス 品種：グルナッシュ、ムールヴェードル、シラー 他）

シャトー・フィジャック

究極フルボディ

22800

南仏の最高傑作

24800

サンテミリオンの深みとコク
（産地：フランス 品種：カベルネ・フラン 、カベルネ・ソーヴィニヨン、
メルロー他）

シャトー・レオヴィル・ラス・カーズ

（産地：フランス 品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン他）

コングスガード・シラー

（産地：アメリカ 品種：シラー）

29800

サンジュリアンの王

39800

たっぷりと熟した魅惑的なしなやかさ

オーパスワン

（産地：アメリカ 品種：カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン他）

表記価格は全て税抜き価格です

69800

Only Oneのワイン

