DESSERT

ソフトドリンク

コーラ coke

デザート

400

ジンジャーエール ginger ail
佐賀七山村吉原さんの苺のロマノフ

780

Romanov of strawberry

佐賀七山村吉原さんの苺のミルフィーユ

伊藤農園

780

580

Tiramisu of Matcha

魚男のモダン・ティラミス

みかんしぼり mikanjuice

400
400

はちみつレモン Honey lemon (Hot / Ice / Soda)
糸島

赤紫蘇ジュース Shiso juice (Hot / Ice / Soda)

七山村

梅ジュース plum (Hot / Ice / Soda)

アップルミントサイダー Apple mint soda
780

RECOMMENDED SPECIALLY

400

フレッシュグレープフルーツ grapefruit

Millefeuille of strawberry

掘りたて!!八女抹茶の苔

Beverage

SOFTDRINK

550
550
550
550

オリエンタル柚子ソーダ Oriental soda

550

ボトルグリーン

550

ぜひ飲んで頂きたい！！

イネディット

( スペイン・ビール）

750ml 2700

スペインの三ツ星エル・ブジのシェフ、フェラン・アドリアが開発したシャンパンの
ようなビール。フルーツや花の香りと甘いスパイスを連想させる華やかさがあります。

700

苺のベリーニ
佐賀七山村，吉原さんちの

さちのか

をピューレにしてスパークリングで割り

ました。

700

みかんのミモザ
佐賀七山村，楢崎さんちのみかんの搾リたて果汁をスパークリングで割りました。

Tiramisu of Fishman

とろけるカスタードプリン

BOTTLE GREEN

RECOMMENDED SAKE
日本酒 !!

ザクロ＆エルダーフラワー

650

Custard pudding of Palomagrill

ジンジャー＆レモングラス

アリスの洋風ぜんざい

白玉屋新三郎の白玉ぜんざい

680

Sweet red-bean soup with rice cakes and a chestnutl

ニューヨークチーズケーキ

680

The cheesecake of the style of New York

ピスタチオのクリームブリュレ

700

Cream Brule of Orange

熱々!!!フォンダンショコラ

780

fondant chocolate

出来たて!!ソルベの盛り合わせ

580

An assortment of homemade sorbet

魔法のソルベ

580

Sorbet of magic

魚男のいろいろデザート

三井の寿 CO２ 純米吟醸

680

Western style sweet red-bean soup with rice cakes of Alice

抹茶玄米茶 match agenmaicha

(Hot / Ice)

400

生姜ほうじ玄米茶 shogahojigenmaicha (Hot / Ice)

400

黒豆茶 kuromamecha

400

(Hot / Ice)

はちみつほうじ茶 hachimituhojicha

(Hot / Ice)

400
500

珈琲

550

サンペレグリノ 250ml（イタリア微発泡水）S.pellegrino

580

ヴィッチーカタラン 250ml（スペイン微発泡水）vichy catalan

680

森の雫

180ml（日本

680

バドワ

500ml（フランス微発泡水）badoit

780

フィネ

500ml（日本

880

オレッツァ

白樺の樹液）morinosizuku

ミネラルウォーター）fene

シャテルドン

500ml（フランス微発泡水）orezza
750ml（フランス微発泡水）chateldon

780

東洋美人 CO２ 純米吟醸

( 山口）

glass 750

『クール＆ビューティー」ほんのりとしたガス感となめらかで艶のある味わいは非常にセクシー

天吹

いちご酵母雄町

純米吟醸

( 佐賀）

glass 750

酵母」で醸した純米吟醸酒です。味わいはキレがよく、甘みと酸味が調和した逸品です。
ぜひ、花からのメッセージを感じてください。

仙禽 亀の尾（栃木）

glass 750

口当たり優しくするすると飲めますが、原酒らしく味わいもあるお酒。せんきんが自
信をもって提唱する新しいスタイルの日本酒！！

石鎚 夏限定吟醸酒

（愛媛）

glass 800

｢石鎚」は手作りで行う小仕込みの限定品が多いのですが、今回の「夏の酒」は大吟醸酒よ
リンゴのような華やかな吟醸香と、押し味のあるしっかりとした酸味が調和した、キレの
良いシャープな辛口吟醸に仕上がっています。お米の味わいもしっかりと感じ、味幅も兼

LOCAL BEER

980

880

（和歌山）

酒蔵が造った大人の梅ジュースです。完全ノンアルコールで誰でも飲める。
少し濃い目なので、ロックかソーダ割りがおすすめ！

『さっぱりドライ系」しっかりとした旨み。飲みごたえ十分。

りさらに小さい仕込みで造った、少数限定品です。

A dessert assortment of Fishman

雑賀 Rock’ n Plum

glass 700

天然の花から分離した「花酵母」を使用しています。苺の花から分離培養した「いちご

黒の奇跡（黒ウーロン茶）oolongcha
Cup of Excellence

( 福岡）

680

ひでじビール 花のホワイトヴァイス ( 宮崎）

980

ひでじビール 宮崎農援きんかんラガー ( 宮崎）

980

ひでじビール 宮崎農援日向夏ラガー ( 宮崎）

980

ひでじビール

月のダークラガー ( 宮崎）

980

ひでじビール

太陽のラガー ( 宮崎）

980

