
お飲み物・Drink Menu

・サッポロ生ビール・Sapporo Draft $5.9
(ピッチャー・Pitcher Size ＄27）

・ゆず＋生ビール・Yuzu ＋ Draft Beer $7

・ミラーライト・Miller Lite $4.2

・ノンアルコールビール・Non-Alcoholic Beer $4.2

・手作りジンジャー・House Made Ginger Hi-Ball $5.9

・コーク・Coke Hi-Ball$5.9・レギュラー・RegularHi-Ball＄5.9

・サントリー季・Suntory Toki Hi-Ball(regular/ginger/coke)＄9.5

・生レモン・Fresh Lemon Chu-Hi $6.5

・グレープフルーツ・Grape Fruit Chu-Hi $6.5

・ハチミツレモン・Honey Lemon Chu-Hi $7

・マンゴー・Mango Chu-Hi $6.5

・パイナップル・Pineapple Chu-Hi $6.5

・マンゴー＆パイナップル・Mango＆Pineapple Chu-Hi $6.5

・マンゴー＆グレープフルーツ・Mango＆Grapefruit Chu-Hi $6.5

ビール・Beer

ハイボール・High-Ball

焼酎ハイ・Sho-Chu-Hi



・カルピス・Calpico $6 ・カルピスレモン・Calpico Lemon $6.5

・いちごカルピス・Calpico & Strawberry $6.5

・ぱいんカルピス・Calpico & Pineapple $6.5

・グレープフルーツカルピス・Calpico & Grapefruit $6.5

・梅緑茶ハイ・Plum Wine & Green Tea Hi $5.9

・ウーロンハイ・Oolong Hi $5.9 ・緑茶ハイ・Greentea Hi $5.9

・宝梅酒・Takara Plum Wine $6.5（On The Rocks or W/Sparkling)

・梅干しハイソーダ・Plum Hi Sparkling $6.5

・梅干し梅酒ソーダ・Plum ＆ Plum Wine Sparkling $6.5

・チョーヤ梅酒各種・Cho-ya Aged Plum Wine $6.8
　（蜂蜜 or クラシック・Honey or Classic）

G=Glass Price/B=Bottle Price

・いいちこ（麦）・Iichiko(Barley) $5.5(G)/$42(B)

・熟成コハクのよかいち(麦)・Yokaichi(Barley) $6.5(G)/$48(B)

・黒霧島(芋)・Kurokirishima(Potato) $5.5(G)/$42(B)

・佐藤黒(芋)・Sato Black(Potato) $9.5(G)/$79(B)

・コナコーヒ‐酎ハイ・House made Kona Coffee Chu-Hi $7.5
100% Kona Coffee

カルピス酎ハイ・Calpico Chu-Hi

お茶ハイ・Tea ｗ/Shochu

梅酒・Ume-Shu（Plum）

焼酎・Shochu



・カシスビール・Cassis & Beer $6.5

・マンゴービール・Mango & Beer $6.5

・カシスグレープ・Cassis & Grapefruit Juice $5.9

・カシスウーロン・Cassis & Oolong $5.9

・カシスソーダ・Cassis & Sparkling $5.9

・ウォッカリッキー・Vodka Rickey $5.9

・梅干しハイソーダ・Plum Hi Sparkling $6.5

・ハウスワイン赤・House Wine Red(Cabernet) $5.8(G)$28(B)

・ハウスワイン白・House Wine White(Chardonnay) $5.8(G)$28(B)

・店長チョイスワイン（赤白）・Manager Selected Wine $42(B)

・シャンパン（お祝いに）・Moet Chandon $119(B)

・テキーラ・House Tequila $7  パトロン・Patron ＄10

・手作りジンジャーソーダ・House made Ginger Soda $4.5

↓↓　ALL ＄3.5　↓↓

・ウーロン茶・Oolong Tea ・緑茶・Green Tea 

・カルピス・Calpico ・コーラ・Coke

・パインジュース・Pineapple ・炭酸水・Sparkling Water

・グレープフルーツジュース・Grapefruit 

カクテル・Cocktail

ワイン＆シャンパン他・Wine Champagne

ソフトドリンク・Soft Drink



日本酒・Sake Selection

・みやさか・Miyasaka Yawaraka Junmai (S)$6.2 (M)$10 (L)$28 

(Smooth and gentle with a hint of wild plum）Nagano

・黒龍 九頭竜・Kokuryu Kuzuryu (S)$7.5 (M)$12 (L)$33 (B)$52
(Light bodied yet beguilingly full-flavored）Fukui

純米酒・Junmai ※ S (110ml) M(180ml) L(500ml) B(720ml)

吟醸酒・Ginjo ※ S (110ml) M(180ml) L(500ml) B(720ml)

・出羽桜 泉十段・Dewazakura Izumi Judan (S)$8 (M)$13 (L)$36

(A potent ginjo sake for martini fans:crisp and bone dry）Yamagata

・惣誉純米吟醸・Sohomare Junmaiginjo (S)$8 (M)$13 (L)$36 
(Robustly clean with rich, elegant flavour hues）Tochigi

・八海山・Hakkaisan (S)$7.5 (M)$12 (L)$33 (B)$62

大吟醸酒・Daiginjo ※ S (110ml) M(180ml) L(500ml) B(720ml)

・手取川山廃・Tedorigawa Yamahai (S)$10.2 (M)$16.8 (L)$46

(Supple,racy,with enticing imprintof honey and herbs）Ishikawa

・獺祭45・Dassai45 (S)$8.5 (M)$13.5 (L)$38 (B)$58
(A graceful aroma and a well rounded flavor）Yamaguchi

・久保田万寿・Kubota Manju (S)$18 (M)$30 (L)$80
(Classic light niigata sake with clarity and finesse）Niigata

3種/飲み比べ・Sampler 3kinds (Miyasaka/Tedorigawa/Izumijudan) $12

あつかん・House Hot Sake Seitoku (180ml) $10

日本酒、おでんの出汁割り・Sake W/Oden Dashi Broth(110ml) $6.5


