
ロック、水割り、ソーダ割りでどうぞ

梅酒日本の果実酒

じゃばら酒 別仕立て
和歌山県 788円(税抜)
和歌山県が原産の柑橘「じゃばら」のリキュールです。
大人好みの酸味が魅力的です。

すもも酒
鹿児島県 649円(税抜)
奄美大島で育ったすももを本格焼酎でリキュールに。
蜂蜜の甘みとのバランスが絶妙です。

紀州緑茶梅酒
和歌山県 649円(税抜)
日本伝統の香り高い宇治抹茶と
古城梅を使用した梅酒です。

子宝庄内の和梨
山形県 741円(税抜)
酒田市刈屋地区と鶴屋市櫛引地区で収穫された
幸水と豊水を使用しました。みずみずしい甘さを
お楽しみ下さい。

プレミアムジンジャー
滋賀県 741円(税抜)
生姜を丹念に煮出したジンジャーシロップと
かぼすをブレンドした大人気のリキュールです。

プリティ梅酒 かわいい
広島県 649円(税抜)
世界三大美人の一人でもある楊貴妃が好んで食べた
『ライチ』の果汁を隠し味に使用した梅酒です。

鶴梅 すっぱい梅酒
和歌山県 695円(税抜)
通常の3～4倍の梅を使用し、さっぱりと
すっぱい梅酒に仕上がっています。食中酒に最適。

とろとろ梅酒
奈良県 723円(税抜)
奈良県西吉野産の完熟梅をたっぷりと贅沢に使用。
完熟梅の旨味と酸味が凝縮した『とろとろ感』をお楽し
み下さい。

りんご梅酒
福岡県 760円(税抜)
青森県西津軽郡産のリンゴ果汁をたっぷり加えて完成
させた梅酒。他に類を見ない希少梅酒となっています。

鳳凰美田 完熟もも
栃木県 695円(税抜)
とてもフレッシュで、まるでデザートのような
まったく新しい桃のリキュールです。

鶴梅 ゆず
和歌山 788円(税抜)
これぞ望んでいた柚子酒。存分に柚子の果汁を使った
爽快なリキュールです。

日本各地の果実酒

チリ2408円(税抜)
フレッシュな果実味とバランスよい酸味が特長。
【お勧め】さっぱりとした料理、前菜

■サンタ・リタ ヒーローズ ソーヴィニヨン・ブラン白

イタリア2593円(税抜)　シチリア島のパオリーニが生産。
まろやかさとほのかな南国のフルーツの香りが特徴的。
【お勧め】濃厚な料理、名古屋コーチン鉄板焼、ミンチ焼

■シェンク・イタリア パンテラ・ドーロ シャルドネ白

日本 3334円(税抜)　甲州種の特徴であるフルーティーな
アロマとフレッシュな酸味を巧く引き出した辛口白ワインです。
【お勧め】さっぱりとした料理、名古屋コーチン鉄板焼

■グランポレール プレミアムシリーズ 甲州 辛口白

チリ2389円(税抜)
プラムのような赤系果実の強いブーケが特徴。心地よい後味も
楽しめるワイン。【お勧め】名古屋コーチン鉄板焼、野菜系料理

■サンタ・リタ ヒーローズ カベルネ・ソーヴィニヨン赤

フランス2593円(税抜)
燻された胡椒と赤系果実のアロマが調和します。程よい厚みとコク
のワインです。【お勧め】名古屋コーチン鉄板焼、チーズ系料理

■ル・ヴァル カベルネ・ソーヴィニヨン赤

日本（岩手）3334円(税抜)
国産ぶどう100％使用。チェリー・ストロベリーの香りが湧き出る
華やかな赤ワイン。渋みは控えめで爽やかです。
【お勧め】名古屋コーチン鉄板焼、野菜の鉄板焼

■エーデルワイン コンツェルト赤

葡萄酒ボトル

アメリカ6297円(税抜)
ブルーベリー、ブラックチェリー、ラズベリー等の黒果実の香りと
スパイスのアロマが口いっぱいに広がります。余韻は長くフィニッ
シュはスパイシーなワインです。

■ニュートンクラレット赤

アメリカ6297円(税抜)　トロピカルフルーツ、白い花、洋梨の
アロマに続いてふじりんごやメロン等の強烈な風味が広がります。
ほのかに感じるバニラの甘みがなめらかに伝わります。

■ニュートンシャルドネ白

フランス9075円(税抜)
繊細でフレッシュなアロマを持ちながら柑橘のほのかな香りが
魅力です。口に含むとはじける泡と共にじんわりとトーストやバ
ターの風味を感じる完成度の高いシャンパン。

テタンジェシャンパン

※当店の価格はすべて税抜価格となっております。



ランチ限定ソフトドリ
ンク

おひとつ

167円(税抜)

ノンアルコールカクテル

〈中〉
 レモンバージンモヒート        630円(税抜)
レモンとミントでさっぱりした口当たり。

グレープフルーツとクランベリージュースで爽やかな仕上がり。

〈右〉
  ノンアルコールシーブリーズ  630円(税抜)

お米から生まれた無農薬ヨーグルトです。
天然乳酸菌を含み美肌に効果的です。

〈左〉
  マンゴーヨーグルト 630円(税抜)

ソフトドリンク

黒烏龍茶 ／ ジャスミン茶 ／ 緑茶

コーラ ／ コーラゼロ ／ ジンジャーエール

オレンジジュース ／ マンゴージュース

グレープフルーツジュース

クランベリージュース

芋焼酎

麦焼酎

米焼酎

鳥飼 吟香 佐賀県 695円（税抜）
華やかな香り、やわらかな味は吟醸酒を感じさせる
飲みやすい米焼酎です。

和ら麦 福岡県 538円（税抜）
選び抜いた大麦を醸し、丁寧に作りこみました。りんご、
バナナのフルーティな香りとみずみずしさが特長です。

ロック、水割り、お湯割りでどうぞ焼酎

ノンアルコールビール 399円（税抜）

サッポロ黒ラベル

中ジョッキ

グラス

630円（税抜）

417円（税抜）

ビール

緑茶ハイ 510円（税抜）

黒ウーロンハイ 538円（税抜）

ジャスミンハイ 510円（税抜）

グレープフルーツサワー 510円（税抜）

柚子はちみつサワー 510円（税抜）

酎ハイ 463円（税抜）

特製レモンサワー 538円（税抜）

サワー各種

焼酎クラフトカクテル

焼酎 ＋ 蔓苔桃 ＋ 檸檬 ＋ 芒果 ＋ 炭酸
柑橘系で酸っぱいものがお好きな方にお勧めです。

ツルコケモモ

甘酒 ＋ 焼酎 ＋ 生姜 ＋ 炭酸飲料
体によい甘酒を使用。ジンジャーエールで
女性の方にも飲みやすく仕上げました。

焼酎 ＋ 梅肉 ＋ 炭酸 ＋ 紫蘇
紫蘇がほのかに香るさっぱりとした味わいです。

シソ

焼酎 ＋ 橙 ＋ 来檬 ＋ 清涼飲料
オレンジの甘みとライムの酸味がうまく調和しています。

ライムダイダイ

ハイボール 510円（税抜）

コークハイボール 538円（税抜）

ジンジャーハイボール 538円（税抜）

ゆずハイボール 538円（税抜）

ハイボール各種

じゃばらハイボール 649円（税抜）
じゃばらは和歌山県原産の柑橘類の一種。酸味・苦みが特徴です。

グラスワイン（赤・白） 各556円（税抜）

天使の誘惑 鹿児島県 926円（税抜）
シェリー樽に漬け、樽香薫るウィスキーのような焼酎。
芋本来の旨み、自然の甘みが調和したお酒です。

鬼火 鹿児島県 538円（税抜）
焼芋独自の焦げた香ばしい香りとふくよかな甘みが
存分に楽しめるお酒です。

富乃宝山 鹿児島県 695円（税抜）
芋焼酎と言えば代表的な一本。吟醸香が華やかで
甘みものり、切れ味のあるスッキリした焼酎です。

からり芋 福岡県 556円（税抜）
鹿児島県産「黄金千貫」だけを使用。
すっきりした後味の焼酎です。

海 鹿児島県 630円（税抜）
ベニオトメを黄麹で発酵させました。
クセのない甘み、鮮烈な香りが特徴です。

日本酒

ボトルワイン各種、ウラ面にもございます。ワイン

グレンモーレンジハイボール 815円（税抜）

マンゴー

美のサングリア 潤
デキャンタ／1463円（税抜）

赤ワインをベースにリュウガン、イチジク、レーズン、
デーツ、クコをブレンドした潤いのサングリアです。
※デキャンタはグラス3杯分の分量になります。

グラス／630円（税抜）

潤のサングリア 爽

白ワインをベースにリュウガン、マンゴー、デーツ、リンゴ、
パインをブレンドした爽やかなサングリアです。
※デキャンタはグラス3杯分の分量になります。

デキャンタ／1463円（税抜）
グラス／630円（税抜）

各630円（税抜）

白瀑シラタキ 純米「ど辛」
秋田県 723円(税抜)
のどを通った瞬間に辛さが弾けます。純米吟醸並みの爽やかな吟醸
香が特徴で、どのシーンでも美味しく頂けます。

●●燗 冷

〆張鶴 本醸造
新潟県 723円(税抜)
端麗で辛口の澄んだ味わい。冷酒でも燗でも冴えるタイプ。

●●燗 冷

獺祭　純米大吟醸50％
山口県 1019円(税抜)
グラスから上立つメロンの様な香りが特徴。
口当たりはまったりとなめらかなお酒です。

●●燗 冷

ロ万 純米吟醸 一回火入れ
福島県 834円(税抜)
もち米の四段仕込みのトロッとした優しい甘み、旨みが特徴です。
ほのかに香る果実味が心地よい余韻を残します。

●●ぬる燗 冷

白鶴 山田錦 杜氏艦 本醸造
兵庫県 649円(税抜)
杜氏の中でも特に卓越した技術を持つ者、という意味の酒名をもつ
山田錦100％使用の本醸造酒です。豊潤で豊かな味わいが魅力です。

●●燗 冷

山形正宗 純米吟醸 たむぎの
山形県 741円(税抜)
天童市の山間にある田麦野地区で作られる無農薬の日本酒。落ち着
いた旨み、酸はまさに秀逸です。精米歩合55％、ALC16％

●●燗 冷

黒龍 特選吟醸
福井県 880円(税抜)
50％精米五百万石を低温でゆっくり仕込んだお酒。
香り、味わい共に「大吟醸」にも劣らないお酒です。

●冷

恵那山 純米
岐阜県 788円(税抜)
IWCでシルバーを獲得した日本酒です。しっとりとした旨み。
かわいらしい酸が口当たりよく、余韻も柔らかく残ります。

●●燗 冷

上喜元「純米吟醸」生詰め原酒
山形県 788円(税抜) ●●ぬる燗 冷
口当たりの芳醇感と旨味に幅を持たせながら、
果実香とシャープな辛さが印象的な純米吟醸酒です。  

義侠 純米 はるか
愛知県 769円(税抜)
愛知を代表するお酒の一つです。アルコール度は抑えつつ米の旨みを
しっかり表現。さらっとした飲み口からじんわり旨みが顔を覗かせます。

●冷

※当店の価格はすべて税抜価格となっております。


