
カクテル                          各 480 税抜

　カシスベース 　ジンベース

カシスオレンジ ジンバック

カシスグレープフルーツ ジンフィズ

カシスソーダ ジントニック

カシスミルク ジンリッキー

カシスウーロン

　ウォッカベース

　カンパリベース モスコミュール

カンパリオレンジ ソルティドッグ

カンパリソーダ スクリュードライバー

スプモーニ ウォッカリッキー

　ビーチベース 　ビールベース

ファジーネーブル シャンディガフ

レッドアイ

　パッソアベース

パッソアオレンジ 　ライチベース

パッソアグレープフルーツ ディタトニック

ディタディバイド

　バナナベース ディタスプモーニ

バナナミルク

ジャングルモーニング 　その他

カルーアミルク

　抹茶ベース イチゴミルク

抹茶ウーロン スミノフアイス

抹茶ミルク バカルディモヒート

ワイン ハイボール
グラスワイン（赤 or 白）　　　 　各 400 ハーパーハーイボール　　　　  　 各 450

　　（スタンダード・コーラ・ジンジャー）

角ハイボール　　　　　　　　　   各 450

　　（スタンダード・コーラ・ジンジャー）

・コーラ　　　　・ジンジャーエール

・カルピス　　　・カルピスソーダ

・山ぶどう　　　・山ぶどうソーダ

・ウーロン茶　　　　　　　　 　 各 250 ・カシスオレンジ

《 100％ジュース 》 ・ファジーネーブル

・オレンジ　　　・グレープフルーツ 《 ソーダ割り・ミルク割り 》

・アップル　　　　　　　　　  　各 300 ・カシス　　　　・ストロベリー

・ピーチ　　　　・ブルベリー　 　各 400

ソフトドリンク

ノンアルコールカクテル



ビール
税抜

　生ビール　中（500ml） 530

　生ビール　小（330ml） 420

　魔法のジョッキ（435ml） 530

　生ビール　ピッチャー（1800ml） 1,800

《 瓶ビール 》

　キリン一番搾り 530

　キリンクラッシックラガー 530

　アサヒスーパードライ 530

　ヱビスビール 550

《 ノンアルコール・ビールテイスト飲料 》

キリンフリー（ アルコール 0.00％ ） 400

焼 酎 サワー 各450

《 こだわり焼酎 》 ライム・カルピス・レモン・ウーロン

　赤霧島 [芋] 430

　明るい農村 [芋] 530

　明るい農村　赤 [芋] 550

　奥霧島 [芋] 550 《 こだわり梅酎 》 　（ロック・ソーダ割り）

　冨乃宝山 [芋] 550 チョーヤ梅酒 450

　吉兆宝山 [芋] 550 梅のかほり 480

　白天宝山 [芋] 550 緑茶梅酒 480

　鍛高譚 [しそ] 430 あらごしにごり梅酒 480

　佐　藤 [麦] 530 上等梅酒 530

《 焼　酎 》 梅美人　（お肌プルプルコラーゲン入 480

　芋：黒霧島 or 霧島 or 島美人 360 百年梅酒 550

　米：笹りんどう or 白岳しろ 360 《 おすすめのお酒 》

　麦：いいちこ or 二階堂 360 ゆず酒 530

《 ボトルキープ　3ヶ月 》 あらごしもも酒 530

　霧島 2,400 あらごしみかん酒 530

　黒霧島　 2,400 にごり杏露酒 530

　赤霧島 3,600

　島美人 2,400

　明るい農村 3,000

　明るい農村　赤 3,200 上撰筑後川 420

　笹りんどう 2,400 《 冷　酒 》

　いいちこ 2,400 上善如水 520

　二階堂 2,400 生酛男山 520

　白岳しろ 2,400 久保田千寿 720

　

　カットレモン 200

　うめぼし 200

果実酒

日本酒



ラストオーダー15分前

生ビール   瓶ビール  　焼酎芋 ： 黒霧島 ・ 霧島 ・ 島美人

 中ジョッキ   　 一番搾り 米 ： 白岳しろ ・ 笹りんどう

 小ジョッキ   　 クラッシックラガー 麦 ： いいちこ ・ 二階堂

  　 スーパードライ

   　キリンゼロイチ

その他 グラスワイン（赤 ･白） 　　　キティ 日本酒（熱燗 ・冷）

スパークリングワイン 　　　オペレーター ハイボール（角 ・Ｉ．Ｗ．ハーパー）

Cassis  　Vodka Gin
 カシスオレンジ 　　 モスコミュール ジンバック

 カシスソーダ 　　 ソルティードッグ ジントニック

 カシスウーロン 　 　スクリュードライバー

 カシスグレープフルーツ Other
 カシスミルク    Beer パッソアオレンジ

      シャンディガフ パッソアグレープフルーツ

Peach       レッドアイ バナナミルク

 ファジーネーブル 抹茶ミルク

 ピーチウーロン    Lychee 抹茶ウーロン

 ピーチソーダ       ディタトニック カルーアミルク

      ディタディバイト イチゴミルク

      ディタスプモーニ

サワー
 ライム  　　ソフトドリンク 100％ジュース
 カルピス 　 　　コーラ オレンジ ・ アップル

 レモン 　　 　ジンジャーエール グレープフルーツ

 ウーロン 　　 　カルピス

 梅酒 （ロックもできます） 　 　　カルピスソーダ カクテル風
　　 　ぶどう カシスオレンジ

　 　　ぶどうソーダ ファジーネーブル

　 　　ウーロン茶
（ソーダ ・ ミルク）
カシス・ストロベリー

ピーチ ・ ブルベリー

２時間　飲みコースメニュー

　ノンアルコール

カクテル



生ビール   瓶ビール  　焼酎 芋 ： 黒霧島 ・ 霧島 ・ 島美人

 中ジョッキ   　 一番搾り 米 ： 白岳しろ ・ 笹りんどう

 小ジョッキ   　 クラッシックラガー 麦 ： いいちこ ・ 二階堂

  　 スーパードライ

   　キリンゼロイチ

その他 グラスワイン（赤 ･白） 　　　キティ 日本酒（熱燗 ・冷）

スパークリングワイン 　　　オペレーター ハイボール（角 ・Ｉ．Ｗ．ハーパー）

Cassis  　Vodka Gin

 カシスオレンジ 　　 モスコミュール ジンバック

 カシスソーダ 　　 ソルティードッグ ジントニック

 カシスウーロン 　 　スクリュードライバー

 カシスグレープフルーツ Other

 カシスミルク    Beer パッソアオレンジ

      シャンディガフ パッソアグレープフルーツ

Peach       レッドアイ バナナミルク

 ファジーネーブル 抹茶ミルク

 ピーチウーロン    Lychee 抹茶ウーロン

 ピーチソーダ       ディタトニック カルーアミルク

      ディタディバイト イチゴミルク

      ディタスプモーニ

サワー
 ライム  　　ソフトドリンク 100％ジュース

 カルピス 　 　　コーラ オレンジ ・ アップル

 レモン 　　 　ジンジャーエール グレープフルーツ

 ウーロン 　　 　カルピス

 梅酒 （ロックもできます） 　 　　カルピスソーダ カクテル風

　　 　ぶどう カシスオレンジ

　 　　ぶどうソーダ ファジーネーブル

　 　　ウーロン茶

（ソーダ ・ ミルク）

カシス・ストロベリー

ピーチ ・ ブルベリー

　ノンアルコール

カクテル

　焼きとり （人数×6種）

　サラダ ・ 揚げ物 ・ 炒め物 ・ 麺類

　ご飯物 ・ デザート（生チョコアイス）

料理

２時間　飲みコースメニュー
ラストオーダー15分前
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