
※価格はすべて税抜価格です

ハイボール

風のように軽やかな口あたりで、
料理の味を引き立てます。

■サントリー 知多
風香るハイボール

580円



※価格はすべて税抜価格です

カクテル

《ジンベース》

■ジントニック 430円

■ジンバック 430円

《ウォッカベース》

■モスコミュール 430円

■スクリュードライバー 430円

■ソルティードッグ 430円

《カシスベース》

■カシスソーダ 580円

■カシスオレンジ 650円

■カシスグレープフルーツ 650円

■カシスウーロン 580円

■カシスミルク 650円

《カルーアベース》

■カルーアミルク 580円

《ビールベース》

■シャンディガフ 430円

■レッドアイ 430円

ハイボール・ウイスキー

■角ハイボール 400円

■男の濃い目ハイボール 480円

■梅ハイボール 400円

■ライムハイボール 400円

■ジンジャーハイボール 400円

■コーラハイボール 400円

■サントリー 知多
風香るハイボール 580円

ロック・水割・ハイボールからお選びください。

■サントリー ローヤル シングル 400円
まろやかで豊かなコクをもつウイスキー。

■サントリー V･S･O･P シングル 400円
華やかでフルーティーな香り。

《ウイスキー》

■ローヤル 4,700円

■V.S.O.P 4,700円

《ボトルキープ 期間1年》

愛され続けるおいしさ。

風のように軽やかな口あたりで、
料理の味を引き立てます。

ロック・水割・ソーダ割からお選びください。

■あらごしみかん 480円

■あらごしもも 480円

■鶴梅ゆず 500円

■ラ・フランス 500円

■完熟にごり梅酒 480円

■フルフル完熟マンゴー梅酒 480円

■角玉梅酒 400円

■南高梅酒 400円

本格果実酒

■ビームハイボール 390円
“NEW”スタンダードハイボール！香りはじける爽快なキレ味。

■モヒート 430円

ミントの香りが爽やかなカクテル。

《ラムベース》

■サントリー 知多 シングル 580円



※価格はすべて税抜価格です

ロック・水割・お湯割からお選びください。

■ふんわり鏡月アセロラ
グラス 400円

アセロラのやさしい香りと、
酸味のきいた味わいの
バランスが特徴です。

《麦焼酎》

それから【鹿児島】 370円
上品な香りとキレのある後口が
特徴の本格焼酎。

■つくし（白）【福岡】 400円

■吾空【福岡】 450円

■中々【宮崎】 450円

■百年の孤独 40度【宮崎】 1,000円

《芋焼酎》

それから【鹿児島】 370円
上品な香りとキレのある後口が
特徴の本格焼酎。

黒丸【鹿児島】 400円
フルーティーな香り。
ふくよかな飲みごこち。

■くじら【鹿児島】 400円

■天の邪鬼【鹿児島】 500円

■蛮酒の杯【鹿児島】 550円

■侍士の門【鹿児島】 600円

《米焼酎》

■球磨焼酎 35度【熊本】 400円

■仙頭【高知】 420円

不定期入荷商品
（魔王・萬膳・なかむら・池の鶴・月の中・
山ねこ・富乃宝山・吉兆宝山・赤霧島etc）

※その他季節限定商品もあります。
詳しくはスタッフまで

ボトルキープ 期間1年

《麦焼酎》

■それから 2,700円

■たむろ 2,800円

■つくし（白） 3,000円

■中々 3,500円

《芋焼酎》

■黒丸 3,000円

■くじら 3,000円

■海 3,400円

■不二才 3,400円

■天の邪鬼 3,700円

《米焼酎》

■球磨焼酎 35度 3,000円

■梅干・レモン・・・セット 300円

焼酎

■ソウルマッコリ
グラス 430円

乳酸由来のさわやかな味わい。

ボトル（1L） 1,550円

《マッコリカクテル》

女性にオススメ！

■オレンジマッコリ 各430円

■カシスマッコリ

■グレープフルーツマッコリ

■Wホワイト（カルピス）マッコリ

マッコリ

※焼酎ベースの
リキュールです。



※価格はすべて税抜価格です

■ウーロン茶 各250円

■コーラ

■ジンジャーエール

■カルピス

■オレンジジュース

■グレープフルーツ
ジュース（100%）

■トマトジュース

《ノンアルコールビールテイスト飲料》

オールフリー 400円

ソフトドリンク

ノンアルコールドリンク

ノンアルコールでしかもカロリーゼロ、
糖質ゼロ。※プリン体ゼロ。※※
※栄養表示基準による。
※※100mlあたりプリン体0.5mg未満をプリン体0と表示。

■ザ・プレミアム・モルツ
（生ビール） 500円

■瓶ビール（大） 550円

■ピッチャー（1.4L） 1,800円

ビール

厳選された素材を贅沢に使用し、
華やかな香りと深いコク、
クリーミーな泡がたのしめる
プレミアムビールです。

ワイン

《グラスワイン》

■セニョリオ デ オルガス （赤）
まろやかな果実味のバランスの
良いワイン
【ミディアム】

■セニョリオ デ オルガス （白）
華やかで心地よい味わいのワイン
【辛口】

■フルボトル（赤・白） 750ml 各2,500～4,000円

《ボトルワイン》

各400円

酎ハイ

■ウメ■青りんご

■カルピス■ライム

■レモン 各400円

■生レモン 各500円

■生グレープフルーツ

■ウーロンハイ 420円

地酒

日本酒

※その他季節限定商品もあります。

■呉春 池田 600円
本醸造/中口

■黒兵衛の酒【奈良】 600円
純米吟醸/辛口

■磯自慢【静岡】 600円
特別本醸造/辛口

■久保田 千寿【新潟】 600円
特別本醸造/辛口

■十四代【山形】 900円～
本醸造～大吟醸

■司牡丹 船中八策【高知】 700円
純米/超辛口

■八海山【新潟】 800円
吟醸/辛口

■久保田 萬寿【新潟】 1,500円
純米大吟醸/やや辛口

■酒 1合 380円

2合 750円

■赤ワイン 450円

■スパークリングワイン 580円

《樽生ワイン》 イタリアから直送


