
Beer
⽣ビール

・キリン ⼀番搾り

・キリン ⼀番搾り どでか⽣ (1Lジョッキ)

・キリン ブラウマイスター

中グラス  ６７０円
⼩グラス  ４５０円

 １，２００円

中グラス  ７７０円
⼩グラス  ５４０円

瓶ビール
・キリン クラシックラガー 中瓶  ６８０円

〈昭和時代からの変わらぬ製法で、コク、苦味、味わいにこだわったラガー。〉

・キリン 零ICHI

ノンアルコール
⼩瓶  ４８０円

〈キリン独⾃の製法で、ビールに近い美味しさを徹底的に追求。〉

Alc.0.00%�

〈豊かな⾹りと⻑期熟成による濃い旨味。〉

〈⼀番搾り⻨汁を贅沢に、雑味がなく上品な⻨の味わい。〉

・シャンディガフ

・レッドアイ

・カシスビア
各 ７００円

〈ビール+ジンジャーエール〉

Beer�Cocktail

〈ビール+トマトジュース〉

〈ビール+カシス〉

ビールベースカクテル

ビール



Cocktail
Vodka 

・スクリュードライバー

・モスコミュール

・ブルドッグ

 各 ６６０円

〈ウォッカ+オレンジジュース〉

Gin 

 Cassis 
・カシスオレンジ

・カシスソーダ

・カシスウーロン

Shaoxing wine
・古越⿓⼭ ⾦⿓

グラス  550円
ボトル 3,080円

〈ウォッカ+ジンジャーエール〉

〈ウォッカ+グレープフルーツジュース〉

・ジントニック

・ジンバック

・ジンリッキー

〈ジン+トニック〉

〈ジン+ジンジャーエール〉

〈ジン+ソーダ〉

〈カシス+オレンジジュース〉

〈カシス+ソーダ〉

〈カシス+烏⿓茶〉 〈ピーチツリー+オレンジジュース〉

ウォッカベース ジンベース

・エルディアブロ

・ストローハット

〈テキーラ+カシス+ジンジャーエール〉

〈テキーラ+トマトジュース〉

〈テキーラ+コーラ〉

Tequila テキーラベース

カシスベース Peachtree
・レゲエパンチ

・ピーチフィズ

・ファジーネーブル

〈ピーチツリー+烏⿓茶〉

〈ピーチツリー+ソーダ〉

ピーチツリーベース

カクテル

紹興酒 Makgeolli
・イードン マッコリ

グラス  550円
壺 3,080円

マッコリ

・テキーラショットグラス 
     1ショット 770円

・メキシコーラ



Plum wine
・鳳凰美⽥梅酒
・⼋海⼭梅酒
・景⻁梅酒
・うぐいすとまり鶯とろ梅酒

・鳳凰美⽥ ゆず酒
・鳳凰美⽥ 完熟もも酒
・あらごしりんご酒

各 660円

Fruit wine

各 660円

〈ロック、⽔割、ソーダ割、お湯割、ご希望をお申し付け下さいませ。〉

梅酒 果実酒

檸檬 

Shochu highball

・王道のレモンサワー
・蜂蜜レモンサワー
・健康志向レモンサワー

宮崎柑橘 
・グレープフルーツサワー
・⽇向夏サワー
・ぽんかんサワー

・キウイサワー
・マンゴーサワー
・ライチサワー

すりおろし 

各 605円 各 605円

静岡県産茶 
・緑茶ハイ
・⽞⽶茶ハイ
・ほうじ茶ハイ

その他

各 550円各 660円

・カルピスサワー
・梅⼲しサワー
・ゆずサワー

各 550円

サワー・酎ハイ

・烏⿓ハイ
・⿊烏⿓ハイ
・とちゅ苑ハイ（コーン茶割）



Whisky
Scotch Whisky

・ジョニーウォーカー ブラック12年

・シーバスリーガル ミズナラ12年

・ザ マッカラン トリプルカスク 12年

ハイボール  ６８０円
シングル  ６８０円

ハイボール  ７８０円
シングル  ７８０円

ハイボール １,５６０円
シングル １,５６０円

Bourbon�Whisky
・フォア ローゼス ブラック

・メーカーズ マーク 46

ハイボール  ７７０円
シングル  ７７０円

ハイボール  ９９０円
シングル  ９９０円

Japanese�Whisky

〈Johnnie�Walker�Black�12year〉

〈Chivas�Regal�Mizunara�12year〉

〈The�Macallan�Triple�Cask�12year〉

〈Four�Roses�Fine�Old〉

〈Maker’s�Mark�46〉

・知多

・⼭崎

ハイボール  ８８０円
シングル  ８８０円

ハイボール １,４００円
シングル １,４００円

・⽩州 ハイボール １,１００円
シングル １,１００円

〈The�Chita〉

〈The�Yamazaki〉

〈The�Hakushu〉

各Whiskyに＋100円で、
ジンジャーハイボール
コークハイボールに出来ます。

ウイスキー

・⾓
〈The�Kaku〉

ハイボール  ５５０円
シングル  ５５０円



Wine

・モエ エ シャンドン モエ アンペリアル

・ヴーヴ クリコ イエローラベル

・アルマンド ブリニャック ブリット ゴールド

・ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2012

ワイン

Champagne シャンパーニュ

White 

Red 

グラス       660円
 

ボトル    4,400円
 

ボトル    6,600円
 

ボトル    8,800円
 

ボトル  11,000円
 

ボトル  14,300円
〈Domaine�Tempier�Bandol〉

・フランジア ⽩

・農⺠ドライ

・シャブリ

・ドメーヌ ド ヴィレーヌ

・種穀 2019

・ドメーヌ タンピエ バンドール

〈Franzia�White〉

〈Coco�Farm�&�Winery〉

〈Chablis〉

〈Domaine�de�villaine〉

〈98wines�TANE�KOKU〉

グラス       660円
 

ボトル    4,400円
 

ボトル    5,000円
 

ボトル    6,600円
 

ボトル    8,800円
 

ボトル  13,000円
 

ボトル  15,000円

・フランジア ⾚

・農⺠ロッソ

・ロバート�モンダヴィ��

・シャトーボーモン

・シックス�エイト�ナイン�ナパ・ヴァレー

・ジュヴィレ�シャンベルタン�ピノ�ノワール

・スターレーン�カベルネ�ソーヴィニヨン�

〈Coco�Farm�&�Winery〉

〈Franzia�Red〉

〈Chateau�Beaumont〉

ボトル   11,000円
 

ボトル   18,000円
 

ボトル   88,000円
 

ボトル   66,000円

〈MOET&CHANDON�MOET�IMPERIAL〉

〈VEUVE�CLICQUOT�YELLOW�LABEL�BRUT〉

〈ARMAND�DE�BRIGNAC�BRUT�GOLD〉

〈Dom�Perignon�Vintage�2012〉

〈Six�Eight�Nine�Napa�Valley�Red〉

〈Gevrey�Chambertin�Pinot�Noir〉

〈Star�Lane�Cabernet�Sauvignon�〉

〈Robert�Mondavi�Private�Selection�Pinot�Noir〉

海外の有名ステーキハウス、カリブ海やカナダのリゾート地、さらには世界規模のホテルブランド
「リッツ・カールトン・プエルトリコ」などでオンリストする⼀品。

あのオーパス・ワンにブランインドで勝利した伝説のワイン。
現在、ゴルフ世界4⼤⼤会の⼀つマスターズでもオンリスト中。

プライベートセレクション�ピノ�ノワール



Shochu
芋焼酎
・富乃宝⼭ 25%

・宝⼭芋麹全量 28%

・天使の誘惑 40%

グラス    ６９０円
ボトル       ４,０００円
グラス    ８７０円

グラス  １，０１０円
ボトル  ８，８００円

〈ロック・⽔割り・炭酸割り〉

〈⿅児島県⽇置市/⻄酒造〉

〈ロック・お湯割り〉

〈ロック・炭酸割り〉

・チャミスル 22%

韓国焼酎
ボトル  ２，７５０円

〈Chamisuru/本場韓国焼酎、ロック・ストレートで...〉

・中々 25%

・陶眠中々 28%

・百年の孤独 40%

〈ロック・⽔割り・お湯割り〉
グラス    ６９０円
ボトル  ４，０００円
グラス    ８７０円
ボトル  ６，６００円
グラス  １，０１０円
ボトル  ９，３５０円

〈ロック・⽔割り・お湯割り〉

〈ロック・⽔割り・お湯割り〉

⻨焼酎 〈宮城県児湯郡/⿊⽊本店〉

・カリー春⾬ 30%

・春⾬ゴールド�30%

〈ロック・⽔割り・お湯割り〉

〈ロック・⽔割り・お湯割り〉

グラス    ６５０円
ボトル  ４，４００円
グラス    ８１５円
ボトル  ６，６００円

泡盛 〈沖縄県那覇市/宮⾥酒造〉

1ショット  ９００円・ハブ酒�
〈継ぎ⾜すことで、ハブのもっている栄養分がじっくり溶け出ています。〉

〈〉内はオススメの飲み⽅です。
焼酎

・烏⿓茶    ・静岡県産 緑茶     ・静岡県産 ⽞⽶茶

Decanter 焼酎⽤デキャンタ 各 ８８０円



Sake

燗酒

⽇本酒

・浦霞 純⽶酒

・越乃景⻁ 超⾟⼝ 本醸造酒

・開華 みがき 特別純⽶原酒

・鳳凰美⽥ 本吟 吟醸酒

・鳳凰美⽥ Wine Cell 純⽶吟醸酒

うらかすみ

〈宮城県塩竈市/佐浦〉
      ⽇本酒度＋2      酸度1.3
こしのかげとら

かいか

ほうおうびでん ほんぎん

ほうおうびでん ワインセル

〈新潟県⻑岡市/諸橋酒造〉
      ⽇本酒度＋12    酸度1.5

〈栃⽊県佐野市/第⼀酒造〉
      ⽇本酒度＋2      酸度1.6

〈栃⽊県⼩⼭市/⼩林酒造〉
      ⽇本酒度＋2      酸度1.1

〈栃⽊県⼩⼭市/⼩林酒造〉
      ⽇本酒度・酸度 ⾮公開

・奈良萬 純⽶酒

・⾚城⼭ ⾟⼝ 本醸造酒

・澤屋まつもと 純⽶酒

・真澄 ⾟⼝⽣⼀本 純⽶吟醸酒

・鍋島 特別本醸造酒

ならまん

〈福島県喜多⽅市/夢⼼酒造〉
     ⽇本酒度＋3     酸度1.2
あかぎさん

〈群⾺県みどり市/近藤酒造〉
     ⽇本酒度＋3     酸度1.3
さわやまつもと

〈京都府京都市/松本酒造〉
     ⽇本酒度＋7     酸度1.2

〈⻑野県諏訪市/宮坂醸造〉
     ⽇本酒度＋5     酸度1.3

ますみ からくちきいっぽん

なべしま

〈佐賀県⿅島市/富久千代酒造〉
     ⽇本酒度－6     酸度1.2

グラス 約１２０ml   各 ６６０円

〈�上記からお好きな銘柄を４種お選びください。〉
・イロハニ枡 飲み⽐べ４種

２，４００円

⼩とっくり   ７７０円
⼤とっくり １，３２０円

・⼤那 超⾟⼝ 純⽶酒 ・松の司 純⽶酒
だいな

〈栃⽊県那須郡/菊の⾥酒造〉
      ⽇本酒度＋10      酸度1.7

〈滋賀県蒲⽣郡/松瀬酒造〉
     ⽇本酒度＋2      酸度1.5

まつのつかさ

⼩とっくり   ７１５円
⼤とっくり １，２１０円

プレミアム⽇本酒

・開華 夢ささら 純⽶⼤吟醸

・新政 天鷲絨 中取り

・磯⾃慢 純⽶⼤吟醸 ブルーボトル ⻄⼾
いそじまん

〈2021年度 純⽶⼤吟醸部⾨ ⾦賞 ⽇本酒度－2 酸度1.6〉

かいか ゆめささら 

あらまさ ヴィリジアン

９，０００円

１０，０００円

１３，０００円

〈秋⽥の⾼級酒⽶「美郷錦」を⽤いた作品。 ⽇本酒度・酸度⾮公開〉

〈特A地区 東条秋津⻄⼾産 特上⽶100%使⽤。⽇本酒度＋4〜5 酸度1.25〉

かんざけ ⼩とっくり…約180ml��⼤とっくり…約300ml



Soft drink

Soda･Juice
・北海道産トマトジュース
・グレープフルーツジュース
・オレンジジュース
・コカ・コーラ
・メロンソーダ

各 ４４０円

・ジンジャーエール
・カルピス
・カルピスソーダ
・ゆずソーダ
・アイスコーヒー

ソーダ･ジュース

ソフトドリンク

Tea
・烏⿓茶
・⿊烏⿓茶
・コーン茶
・ゆず茶

・静岡県産 緑茶
・静岡県産 ⽞⽶茶
・静岡県産 ほうじ茶

お茶 HOT or ICE 各 ４４０円

Citrus
・⽇向夏ジュース
・⽇向夏ソーダ
・グレープフルーツジュース
・グレープフルーツソーダ

宮崎柑橘 各 ５００円

・ぽんかんジュース
・ぽんかんソーダ

High pulp Juice すりおろしジュース

・すりおろしキウイジュース
・すりおろしキウイソーダ
・とちぎいちごと⽩桃ジュース
・とちぎいちごと⽩桃ソーダ

各 ５５０円

・すりおろしマンゴージュース
・すりおろしマンゴーソーダ


