
580

400

700

650

650

650

650

2700

480

580

580

580

650

750

 抹茶玄米　matchagenmaicha

 生姜ほうじ玄米茶　shogahojigenmaicha

all+100

麦酒
BEER

本日のスパークリングワイン glass wine

本日のグラスワイン（赤・白）glass wine

   

    

580

580

グレープフルーツ   grapefruit

レモン   lemon

生搾りサワー

白岳  しろ（熊本）　hakutake siro
　　米焼酎の定番。だからこそ安心できます

大石（熊本）ohishi
　　樽熟成をしているため、色みがつき、ウイスキーのような香りが特徴です

山翡翠　（宮崎）　YAMASEMI
   さわやかな香りとたっぷりの米の旨味が感じられる秀作です。
豊永蔵　( 熊本）　TOYONAGAKURA
　さわやかな甘味が心地よく、きめ細やかなふくらみのある味わいになっています。

八海山の米焼酎（新潟）hakkaisannokomeshochu
　　日本酒の酒蔵が出す焼酎。スムースで飲みやすい

鳥飼（熊本）torikai
　　とにかくフルーティ。女性におススメ

580

     580

    

とりあえず
HIGTH BALL

ハイボール　

ハイボール　マンゴー　 

480

580

580

580

 

ハイボール　モヒート

れんと（奄美大島）rento
　　黒糖焼酎の人気商品。味わいもバランスよい

残波 （沖縄）zanpa
　　泡盛らしいしっかりとした味わい

黒霧島（芋）kurokirisshima    木挽（芋）kobiki 
小鹿（芋）kojika 
桜島（芋）　sakurajima

 

なしか！（麦）nasika

白岳（米）hakutake

1Lでキープしていただけます。
ご要望の銘柄を飲みたい量だけテーブルにお持ちいたします。
尚、次回ご利用の際に銘柄を変更できます。

＊上記以外の銘柄もご相談に応じます。
ALL　3700

日本酒
 550

650

650

750

680

700

750

750

※別紙のワインリストを御用意しております。

ジャック&コーク　

highball　mojito
highball

highball mango
jack&coke

CHUHAI

JAPANESE SAKE

KEEP BOTTLE
キープボトル

芋焼酎
IMO SHOCHU

MUGI SHOCHU
麦焼酎

KOME SHOCHU
米焼酎

KOKUTOU SHOCHU ,AWAMORI
黒糖 泡盛

TEA SPLIT
焼酎健康茶割り

WINE
ワイン

COCKTAIL

FRUIT WINE
果実酒

東一  NERO  純米吟醸（佐賀）nero
　   個性的な酸味が味全体をひきたたせ、後味のキレのよさ

熱燗（白鶴　辛口）atsukan

土佐鶴 上等酒　本醸造 ( 高知 ) tosazuru

　　しっかりしたコクと酸味が生む旨い辛口
八海山 上選（新潟）hakkaisan

　　 八海山の基本となる味わいスッキリと飲み飽きない味
土佐しらぎく　洒落衛門　( 高知 )　
　　ガブガブ飲んでしまう軽やかな飲み口です。
九頭龍　本醸造 ( 福井 ) kokuryu

　　サラリとした柔らかな旨味が品の良さを感じる味わい

貴　特別純米（山口）taka

　　香りは穏やかで淡麗ながらコクを併せ持つ　。

伯楽星　( 宮城 )   hakurakusei  
　   やや甘口ながら、すっと喉を通る美味しいお酒です。
くどき上手　純米吟醸　（山形）　kudokijyouzu

       涼やかな香りときれいな甘味があります。 

 黒豆茶　kuromamecha

 はちみつほうじ茶　hachimituhojicha

         950

桜島 黒 （鹿児島）　sakurajima
　　気楽に飲める一杯。オールマイティなテイストです
木挽 黒 （宮崎）　kobiki
　　ロックがおススメ。濃いめのテイストです
小鹿（鹿児島）kojika
　　味わいがしっかりとしたお湯割り、ロックがおススメの酒
黒霧島（宮崎） kurokirishima
　　定番の商品  
たなばた　（鹿児島）　TANABATA
　　ドライな味わい。お湯割り、水割りどちらもにも合うバランスの良い仕上がりです。
明るい農村　（鹿児島）　AKARUINOUSON
     ネーミングもですが、本当にバランスよく美味しいです。
純真にごり　( 鹿児島）　NIGORI　
　イモ臭い芋焼酎のお探しのかたにおすすめです。
不二才（鹿児島）bunise
　　濃い味わいと香り。お湯割りに最高
山ねこ（宮崎）yamaneko
　　キレよく後口よし。爽やかな甘み
くじら（鹿児島）kujira
　　華やかな香りと軽快な口当たり。バランス良し。
晴耕雨読（鹿児島）seikouudoku
　　やわらかな味わいと飲みやすさが特徴
富乃宝山（鹿児島）tominohouzan
　　 若手筆頭の杜氏、西酒造が送り出す人気商品
吉兆宝山（鹿児島）kitchohouzan
　　富乃宝山の黒麹バージョン。味濃く、お湯割りなどに向きます
純芋（鹿児島）jyunimo
　　純粋なる芋。味もアルコールもしっかりな逸品
佐藤　黒（鹿児島）satoukuro
　　芋の香り、味わいをダイレクトに愉しめる。ロックでとろりとした舌触りを堪能すべし。
甕雫　20°( 宮崎）　KAMESIZUKU　
フルーティーな味と香りで、気品のある、さわやかな焼酎です。

　　

480

480

480

480

580

580

580

580

580

580

580

700

700

780

780

950

580

580

580

580

580

580

580

680

700

980

アップルワインジンジャー　 applewinejinger

　国産りんごのワインにブランデーを加えたリキュールジンジャーでさっぱり
生リンゴのスプリッツァ apple sprizer
　 りんごと白ワインの爽やかカクテル

黒糖モヒート kokuto mojito
　 黒糖焼酎とミントで作るカクテル

モヒートビール　 mojito beer

　ミント風味のビール。ビールが苦手の方にもおススメ
芋スコミュール imo sukomyuru
　 芋焼酎で作るモスコミュール

吟トニック gin tonic
　 日本酒の吟醸酒で作るジントニック！

梅干しサワー umeboshi sour
　 シソ焼酎と梅干しで作るカクテル

自家製サングリア（赤or白）homemade sangria
     赤、白ワインにいろいろフルーツを漬け込みました。ロックorソーダ

七山村苺のベリーニ Bellini of a Strawberry
　  苺をすり潰して、スパークリングワインと合せました。

ブラッディシーザー Bloody Mary
　　牡蠣、海老を食べながら飲む！新しいブラッディメアリー！

カクテル 紀州 緑茶梅酒 ( 和歌山 )    kishu ryokuchaumeshu
　　緑茶のさわやかな渋みと梅酒独特の甘み、南高梅の酸味とが絶妙

青谷の梅酒　七年熟成（京都）    aotaninoumeshu
　  熟成間のあるまろやかな梅酒。本気で旨いです。

梅美田（福岡）    umebiden
　 さっぱりでありながらコシがしっかりしたスタンダードな梅酒

本坊 黒糖梅酒（鹿児島）    hombou kokutoumeshu
　  黒砂糖と梅の醸し出す風味をミックスした、優雅な香りとコクのある味わい

仙頭の梅酒（高知）senntonoumeshu
　  梅の実をかじった時の様な、爽やかで若々しい果実味。ロックがおススメ

雑賀のにごり梅清酒（和歌山）kaga nigoriumeseishu
　  はちみつ漬けの梅干のようなほんのり酸味の効いた優しい梅の香り

八海山の原酒で仕込んだ梅酒（新潟）hakkaisannnoumeshu
　  はちみつ漬けの梅干のようなほんのり酸味の効いた優しい梅の香り

マンゴー梅酒（埼玉）　mangoumesyu
　  濃厚マンゴーの果実酒。ロックでもソーダ割りでも美味しいです

バナナ梅酒（門司）　bananaumesyu
　  バナナのフレーバー梅酒　限定品。ロックがおすすめ

梅乃宿 柚子酒（奈良）    umenoyado yuzushu
　　日本酒の酒蔵が作る柚子のお酒。フレッシュでジューシー！

梅乃宿 あらごしもも酒（奈良）umenoyado aragosshimomoshu
　　まるで桃のデザートを食べているようなみずみずしいお酒

あまおう苺のお酒（福岡）amaou ichigoshu
　　福岡産のあまおうイチゴを使ってできた香り高い果実酒

あらごしみかん酒（奈良）　mikanumesyu
　　つぶつぶみかんが入ったジュシーなお酒

580

580

580

580

650

680

680

680

680

680

680

680

680

680

680レアカシス梅酒（福岡）　Rare cassis 
　  濃密なカシスと、日本の梅の出逢いから生まれた特別なカシスの梅酒。

梨園（大分）    rien
　　梨をそのままかじったような爽やかな味わい。ロックがおススメ

なしか！（大分）nashika
　　サラッと飲める麦焼酎のスタンダード品

つくし（福岡）tsukushi
　　香ばしい香りと深くまろやかなコクのある味わい

山猿　（宮崎）　YAMASARU
        香ばしい麦の香りがたまりません。

黒さそり　（鹿児島）　KUROSASORI
    3 年熟成・常圧蒸留・黒麹使用・最小限の濾過・飲んべえにはたまらない味です 
中々（宮崎）nakanaka
　　麦焼酎の人気商品。味わいもバランスよくオールマイティ

兼八（大分）kanehachi
　　麦チョコのような味わい。希少価値が高くなった一本。ロックがうまい

480

580

580

580

650

650


