
 

～麻布十番 GRAVITYリスト~ 

 

◆ビール 1,000円～ 

生ビール（プレミアムモルツ） 

ノンアルコールビール  

 

◆ジン 1,500円～ 

ビーフィータ  

ボンベイサファイヤ 

タンカレードライジン  

 

◆ウォッカ 1,500円～ 

スカイウォッカ  

アブソルート  

ズブロッカ  

グレイグース  

ベルベデール  

 

◆テキーラ 1,000円～ 

クエルボゴールド  

クエルボ 1800   

パトロンアネホ   

ポルフィディオアネホ  

 

◆ラム 1,500円～  

ハバナクラブ 7年 

ロンサカパ センテナリオ 23年 

バカルディホワイト  

バカルディオロ  

 

◆ブランデー 2,500円～  

ヘネシーＶＳＯＰ   

マーテルコルトンブルー 

 

 

～ソフトドリンク～ 

 

オレンジジュース 

グレープフルーツジュース 

クランベリージュース 

アセロラジュース 

パイナップルジュース 

ウーロン茶 

緑茶 

ジャスミン茶 

アイスティー 

アイスコーヒー 

トマトジュース 

コーラ 

ジンジャエール 

レッドブル 

ペリエ 

各¥1,000    

ピッチャー¥3,000 

 

 

 

 

◆コカレロ ¥1,500 

 

◆クライナー ¥1,200 

 



◆Japaneseウイスキー 

碧 AO                       ¥20,000-/¥1,500 

白州                        ¥20,000-/¥1,500 

白州 12年                     ¥30,000-/¥2,000- 

白州 18年                     ¥70,000-/¥3.300- 

響                         ¥20,000/¥1500 

響 17年                      ¥35,000-/¥2.000- 

山崎                        ¥20,000/¥1500 

山崎 12年                     ¥35,000-/¥2,000- 

山崎 18年                     ¥90,000-/¥3.300- 

 

◆スコッチウイスキー 

シーバスリーガル 12年               ¥17.000-/¥1.800- 

オールドパー12年                  ¥18.000-/¥18.00- 

バランタイン 17年                 ¥25.000-/¥2.000- 

マッカラン 12年                  ¥20.000-/¥2.000- 

マッカラン 18年                  ¥45.000-/¥3.500- 

ラフロイグ 10年                  ¥18.000-/¥1.800- 

ボウモア 12年                    ¥15.000-/1.800- 

グレンモーレンジ オリジナル            ¥18.000-/¥1.800- 

ロイヤルハウスホールド               ¥75.000-/¥5.000- 

 

◆アイリッシュ 

ジェムソンセレクトリザーブ             ¥17.000-/¥1.800- 

ブッシュミルズブラックブッシュ           ¥18.000-/¥1.800- 

◆バーボン 

ワイルドターキー8年                ¥18.000-/¥1.800- 

メーカーズマーク                  ¥18.000-/¥1.800- 

Ｉ・Ｗ・ハーパーゴールドメダル           ¥18.000-/¥1.800- 

Ｉ・Ｗ・ハーパー12年                ¥18.000-/¥1.800- 

ブラントン                     ¥20.000-/¥1.800- 

ジャックダニエル                  ¥18.000-/¥1.800- 



◆Japanese焼酎 

 

 

黒霧島（芋）                ¥18.000-/¥1.500- 

富乃宝山（芋）               ¥20,000-/¥1.500 

佐藤 黒（芋）               ¥25.000-/¥2.000- 

天使の誘惑（芋）             ¥22.000-/¥2.000- 

魔王（芋）           ¥30.000-/¥2.500-一升瓶 75,000－750ml－30,000－ショット 3,000 

村尾（芋）          ¥一升瓶 75,000－750ml－30,000－ショット 3,000 

森伊蔵（芋）         ¥ボトル売りのみ 120,000 

  

 

吉四六（麦）               ¥15,000-/¥1.300- 

中々（麦）                ¥18.000-/¥1.500- 

一粒の麦（麦）              ¥18.000-/¥1.500- 

兼八（麦）                  ¥30.000-/¥2,000 

  

鳥飼（米）                  ¥15.000-/¥1.500- 

鍛高譚（紫蘇）              ¥15.000-/¥1.300- 

梅酒                       ¥1.500- 

 

緑茶ハイ、ウーロンハイ、ジャスミンハイ、etc 

¥1,000-～ 

 

◆カクテル各種             ¥1500-～ 

（カシス、ピーチ、マンゴー、カルーア、ディタ、カンパリ、マリブ、アマレット、ヨー

グルト、マスカット） 

 

 

◆ショットガン       ¥5,000- 

 

 

 

 

 



◆～シャンパン～◆ 

 

モエ エ シャンドン モエ アンペリアル           ¥18.000- 

 

モエ エ シャンドン ロゼ アンペリアル           ¥22.000- 

 

ヴーヴクリコボンサルダン イエローラベル           ¥20.000- 

 

ペリエジュエ ベルエポック ブラン                 ¥65,000- 

 

ペリエジュエ ベルエポック ロゼ                   ¥150.000- 

 

ソウメイ ブリュット                               ¥90,000 

 

ドンペリニヨン 白                                 ¥50.000- 

 

ドンペリニヨン エノテーク                         ¥100.000- 

 

ドンペリニヨン ロゼ                               ¥140.000- 

 

クリュッグ グランド キュヴェ                     ¥55.000- 

 

クリュッグ ロゼ                                   ¥150,000 

 

ルイロデレール クリスタル                         ¥120,000 

 

サロン ブランドブラン                             ¥320,000 

 

アルマンドブリニャック ゴールド                   ¥150,000 

アルマンドブリニャック グリーンマスターズエディション￥ASK 

アルマンドブリニャック ロゼ                         ￥ASK 

アルマンドブリニャック ブランドブラン               ￥ASK 

 

 

その他、お問い合わせ頂ければご用意させていただきます。 



◆～プレミアム赤ワイン～◆ 

 

ＣＨ ラフィット ロートシルト      ¥ＡＳＫ ¥260,000～ 

 

ＣＨ ラトゥール             ¥ＡＳＫ ¥270,000～ 

 

ＣＨ ムートン ロートシルト       ¥ＡＳＫ ¥200,000～ 

 

ＣＨ マルゴー              ¥ＡＳＫ ¥260,000～ 

 

ＣＨ オーブリオン            ¥ＡＳＫ ¥210,000～ 

 

エシェゾー/ＤＲＣ             ¥ＡＳＫ ¥450,000 

 

ヴォーヌロマネ プルミエクリュキュベ デュヴォーブロシェ/ＤＲＣ  

¥ＡＳＫ 450,000～ 

 

グランエシェゾー/ＤＲＣ          ¥ＡＳＫ 600,000～ 

 

ロマネサンヴィヴァン/ＤＲＣ        ¥ＡＳＫ 650,000～ 

 

リシュブール/ＤＲＣ            ¥ＡＳＫ 700,000～ 

 

ラターシュ/ＤＲＣ             ¥ＡＳＫ 900,000～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆～赤ワイン～◆ 

 

グラスワイン ¥1.800-～ 

 

プライベートセレクションカベルネ/ロバートモンダヴィ（カリフォルニア） ¥18,000 

 

ＣＨ ボーモン（フランス）                                            ¥18,000 

 

モンソルド/チェレット（イタリア）                                     ¥20,000 

 

ピノノワール/クラウディベイ（ニュージーランド）                        ¥22,000 

 

ジョシュ ジェンセンセレクション ピノノワール/カレラワイン（アメリカ）¥23,000 

 

バローロ/プルノット（イタリア）                                      ¥27,000 

 

ジュヴレシャンベルタン/ドメーヌ アンリペロミノ（フランス）           ¥30,000 

 

ＣＨ ラグランジェ（フランス）                                       ¥32,000 

 

ＣＨカロンセギュール（フランス）                 ¥45,000 

 

ルチェンテ（イタリア）                          ¥25,000 

 

バローロ/プルノット（イタリア）                  ¥27,000 

 

ルーチェ（イタリア）                              ¥50,000 

 

サッシカイヤ（イタリア）                          ¥55,000 

 

オーパスワン（アメリカ）                          ¥120,000～ 

*ビンテージはスタッフにお問い合わせください。 

 

 

 



◆～白ワイン～◆ 

 

グラスワイン ¥1.800-～ 

 

シャルドネ/ロバートモンダヴィ（カリフォルア）                   ¥18,000 

 

シングルヴィンヤードシャルドネ/コノスル（チリ）                ¥18,000 

 

レゼルヴァ トロンテス/テラザスデロス アンデス（アルゼンチン） ¥18,000 

 

アルネイスブランシュ/チェレット（イタリア）                    ¥20,000 

 

ソーヴィニヨンブラン/クラウディベイ（ニュージーランド）         ¥22,000 

 

シャルドネ/ロシアンリヴァーヴァレー/ジラード（アメリカ）        ¥25,000 

 

クラシック カーネロス シャルドネ/クロデュヴァル（アメリカ）   ¥25,000 

 

 

 

チェロヴァロデラサラ/アンティノリ（イタリア）                        ¥27,000 

 

ピュリニーモンラッシェ/ブシャールペールエフィス（フランス）          ¥30,000 

 

シャブリグランクリュレクロ/ドメーヌ ウィリアムフェーブル（フランス）¥35,000 

 

 

パヴィヨンブランデュ シャトーマルゴー（フランス）                  ¥50,000 

 

 



 

4F Wi-Fi 

SSD 

■GRAVITY＿4F 

PASS 

■1234gira 


