
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレミアム焼酎 

森伊蔵(芋)      1,650円 

村尾(芋)       1,100円 

魔王(芋)       1,100円 

百年の孤独(麦)    1,290円 

佐藤黒麹(芋)      840円 

佐藤白麹(芋)      800円 

十四代(米)      1,100円 

北斗の拳×光武酒造場 コラボ焼酎 

ケンシロウ・ラオウ（芋）各 750円 

ケンシロウボトルは芋焼酎では王道の黄金千貫で仕込んでおり、 

飲みやすく定番の味わいをお楽しみいただけます。 

ラオウボトルは最強の蜜芋と呼ばれる紅はるかを使用しており、 

芋本来の甘みが特徴です。 

虎斑
と ら ふ

霧島（芋）      750円 

キレのあるナチュラルな苦みに、ふわっと広がる華やかな香りと甘みが特徴。 

まるで日本茶のように、苦みが甘みを引き立たせ、絡み合う旨さは格別です。 

雫 SHIZUKU（芋）    780円 

やわらかですっきりと、爽やかな味わいで飲みやすくなっております。 

ぜひロックでお召し上がりください。 

忠考
ちゅうこう

（泡盛）        720円 

コクがあって、水で割っても伸びがきくので水割りに最適な一品です。 

食中酒として、どんな食事ともお楽しみいただけます。 

月夜の梟
ふくろう

（とうもろこし） 720円 
原酒を樫樽で長期熟成。グラスに注ぐと上品な甘い香りが漂います。 

最高級のとうもろこし焼酎です。43度。 

 

おすすめ焼酎 

※こちらのページの商品価格はすべて総額表示です。 



 

ビ
ー
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 チ

ュ
ー
ハ
イ
・
サ
ワ
ー 

 

ウーロンハイ  590円 

黒烏龍ハイ  590円 

玉露入り緑茶ハイ  590円 

アールグレイハイ  590円 

本搾り青汁ハイ 640円 
はちみつレモンを加えて飲みやすくなっております 

ネクターピーチハイ  590円 

コーヒーハイ  590円 

ローズヒップハイ           590 円 

レモンサワー   590円 

グレープフルーツサワー  590円 

ライムサワー   590円 

ジンジャーサワー   590円 

マンゴーサワー   590円 

生絞りサワー           670 円 
 (グレープフルーツ/レモン/キウイ) 

樽ハイプレーン          550 円 

自家製しそサワー        590 円 

はちみつレモンサワー      640 円 

ハ
イ
ボ
ー
ル 

 

ワ
イ
ン 

 

サッポロ生 黒ラベル (中)    640円 

ヱビス樽生 (中)         660円 

サッポロ生黒ラベル (小)    550円 

ヱビス樽生 (小)        550円 

アサヒスーパードライ 中瓶    640円 

 

キリン のどごしゼロ(発泡酒) 550円 

カロリー・糖質・プリン体オールゼロ 

アサヒ ドライゼロ         550円 
ノンアルコールビール 

角ハイボール             590 円 

レモンハイボール       620 円 

ジンジャーハイボール     620 円 

コークハイボール       620 円 

カシスハイボール       620 円 

 

グラス(赤・白)            690 円 

カラフェ (250ml)        1,080 円 

ボトルワイン各種     3,520円～ 

※ボトルワインメニューは別冊となっており

ます。ご覧になりたいお客様はスタッフに

お声掛け下さい。          
 

 

※こちらのページの商品価格はすべて総額表示です。 



 

カ
ク
テ
ル 

 

ピーチウーロン        660円 

ファジーネーブル       690円 

カシスウーロン        660円 

カシスオレンジ            750円 

カシスビール         720円 

ジン・トニック        720円 

ジン・フィズ                   750円 

ジン・バック            720円 
ジン、ジンジャーエール、レモン果汁。   

辛口モスコー・ミュール         720円 

ブルドッグ            720円 

キール                720円 
カシスと白ワイン。 

ワインクーラー           680円 

ライチリキュール・ソーダ   720円 

ディタ・グレープフルーツ      720円 
ライチリキュール、グレープフルーツジュース。 

スプモーニ          750円 

カルーア・ミルク          720円 

ベイリーズ・ミルク         720円 
アイリッシュウィスキー、カカオ、バニラが入ったクリームリキュール。 

カルーアミルクに似ていますが。より濃厚でほろ苦さがあります。 

フローズンマルガリータ     910円 

テキーラベースのフローズンカクテル。 

 

フローズンダイキリ       910円 

ラムベースのフローズンカクテル。 

 

 

フ
ロ
ー
ズ
ン
カ
ク
テ
ル 

 

モヒート            720円 

ダージリンモヒート       720円 
紅茶リキュールをソーダ割りで ミントを入れてモヒート風に仕上げました。 

ティフィンミルク        720円 
紅茶のリキュールとミルク 紅茶好きは一度お試しあれ。 

 

グレープフルーツ・パナシェ   690円 
グレープフルーツジュースとビール。 

 

マスカットリキュールティー   720円 
マスカットリキュールとウーロン茶でマスカットティー風に。 

 

ミスティア・キール       690円 
マスカットリキュールと白ワインでサングリア風に。 

 

キミア・ハーフロック       750円 
 金柑のリキュールをソーダ割りで 甘い香りをご堪能下さい。 

ソル・クバーノ          720円 
ラムとグレープフルーツジュース、トニックウォーターを使ったカクテル。 

さっぱりとした味わいです 

パッションビア          720円 
パッションフルーツシロップを使ったカクテル 夏にぴったりです。 

パッションサマー        720円 
パッションフルーツ、マンゴー、オレンジジュースのトロピカルな味わいです。 

レッドアイ          660円 
 ビール×トマトジュース 

※こちらのページの商品価格はすべて総額表示です。 



 ウ
ィ
ス
キ
ー 

   サントリー 角瓶                 580円 

白州                         1,080円          

山崎                         1,080円        

山崎 12年                   2,040円 

山崎 18年                  3,300円 

響17年                      2,040円 

響21年                      3,300円 

ジャックダニエル               640円             

ジムビーム                       590円         

Ｉ.Ｗ.ハーパー ゴールドメダル   620円 

ワイルド・ターキー          650円 

メーカーズマーク          690円 

フォアローゼス ブラック      760円 

 

デュワーズ                      590円  

ジョニーウォーカー ブラック 12年 
690円  

ザ・マッカラン 12年          1,080円    

※ウィスキーはカットレモン添えにできます。（＋60円） 

ご希望のお客様はご注文時にお申し付けください。 

 

 

日
本
酒 

   

八海山 吟醸 ひょうたん瓶 180ml      1,130円 
飲みやすく料理に合わせやすい。瓶ごとお燗にもできます。 

八海山 発泡にごり酒 360ml     2,590円 
 爽やかな酸味と華やかな香り、きれいですっきりとした味わい 

のスパークリング。 

紀土 純米大吟醸 スパークリング 360ml/720ml 

2,590円/4,730円  
優しい甘みと舌に広がる泡の刺激が織りなす味わいをお楽しみ 

ください。 

出羽桜 純米吟醸 300ml             1,080円  
   白ワインのようなフルーティーな甘み。 

獺祭 純米大吟醸 50 300ml/720ml             

 2,420円/4,510円  

獺祭スパークリング 50 360ml      2,420円    

越乃景虎 本醸造 超辛口 720ml      3,280円 

久保田 千壽（せんじゅ）720ml     3,850円 

久保田 萬壽（まんじゅ）720ml         9,020円 

久保田 雪峰 720ml                7,480円 

大姫 300ml            1,320円 

吟醸辛口惣兵衛 720ml       3,960円 

酔鯨（すいげい）720ml           4,510円 

高知で愛される酔鯨酒造の代表作である純米吟醸酒。 

すっきりとした飲み口、後味が癖になります。 

愛友純米大吟醸 備前雄町 720ml   4,730円 

 

※こちらのページの商品価格はすべて総額表示です。 

八海山 ひょうたん瓶 

獺祭 純米大吟醸 50 

 

 

 

久保田 萬寿 

 

 

大姫 

バ
ー
ボ
ン 

ス
コ
ッ
チ 



鶴梅 ゆず           640円 

鶴梅 なつみかん              720円 

夏みかん・甘夏・レモンの果実を贅沢に使用。果汁 50％。 

梅乃宿 あらごしみかん        690円 

みかんの果肉と、粒がはじける食感が楽しめる 

デザート感覚のリキュール。ストレート、ロックで。 

梅乃宿あらごしレモン     660円 

柚子レモン酒                670円 

爽やかな甘さの中にも、レモンのほのかな苦味がのど越

しのサッパリ感を演出。ストレート、ロックでお楽しみ 

下さい。 

屋久島たんかん梅酒          720円 
高級オレンジ「屋久島たんかん」使用したフルーツ梅酒。 

オンザロックが最高です。シャンパンや炭酸水でシュワ 

ッと１：１で割るハイボールスタイルもおすすめ。 

鶴梅 いちご                 640円 
隠し味に梅酒を加えて酸味をプラス。牛乳割りがおすす 

めです。 

完熟マンゴー梅酒 フルフル    690円 
主役はマンゴー、梅は黒子。オンザロックで。 

門司港バナナ梅酒            720円 

少しとろみのある口当たりですが、甘ったるくはありま 

せん。ミルクで割るとまるでミックスジュース。 

山ぶどう酒                   690円 
山葡萄ならではの野性味あふれる酸味と甘味。 

ストレート、ロック、ソーダ割りでお楽しみ下さい。 

レアカシスの梅酒       640円 

本場ブルゴーニュ産の濃密なカシスと、日本の梅の出逢

いから生まれた特別なカシスの梅酒。 

ソーダ割り、オレンジジュース割りがおすすめです。 
 

※こちらのページの商品価格はすべて総額表示です。 

  

梅
酒
・
リ
キ
ュ
ー
ル 

梅乃宿の梅酒                 620円 

梅乃宿の日本酒で漬け込んだ梅酒。 

寒い季節はホットにしてもお楽しみいただけます。 

八岐の梅酒 古城梅            640円 
ほろ苦い古城梅を使用。酸味が効いてキレのある梅酒。 

男性にも好評。 

鶴梅 完熟                    620円 
桃のような甘い香りとクリーミー感は、今までの梅酒の

常識を覆してくれます。飲み飽きしない「まったり」し 

た美味しさを、是非オンザロックでお楽しみ下さい。 

鶴梅 すっぱい                640円 
贅沢な完熟梅を通常の梅酒の３倍以上使用。 

お料理を邪魔しないさり気なさで食中酒としても非常に 

優秀。 

鶴梅 完熟にごり           690円 

梅の果肉だけではく、桃のペーストを贅沢に加えた梅酒。 

古鶴梅 10years old      1,010円 
ウイスキーやブランデーを入れていた木樽で眠らせた梅

酒。ロックで氷を溶かしながらお楽しみ下さい。チョ 

コと相性抜群。 

八海山 梅酒               680円 
甘くなく、カロリー控えめで食事に合うすっきりとした

味わい。冷やしてストレートでお飲みいただくことをお 

すすめします。 

越乃景虎 梅酒            670円 
糖分控えめに醸した清酒ベースの梅酒で人気。 

飲み方は少し冷やしたストレートがお薦め。ロックでも 

美味しい。 

山崎 梅酒                   1,020円 
ウイスキーの古樽で、ゆったりと醸成された特別な本格

梅酒です。隠し味にウイスキーを使用。甘さ控えめ。ス 

トレート、ロックで。 

鶴梅 完熟 

鶴梅 すっぱい 

古城梅 黒ラベル 鶴梅 古鶴梅 

完熟にごり 

バナナ梅酒 

マンゴー梅酒 フルフル 



吉兆宝山                              750 円 

黒麹仕込み。しっかりとしたボディ。まずはお湯割りで。 

吉宝 亮天 黒麹                    740 円 

吉宝 亮天 白麹                    720 円 

京屋かんろ                          770 円 

きろく                                 750 円 

軽快なタイプ。上品な逸品であり、お寿司に合う。 

楔 (くさび)                             730 円 

くじらのボトル                      720 円 

ライトタイプ。すっきり軽快。 
ぬる燗、お湯割り(40～50度)で。 

蔵の師魂                               750 円 

黒瀬安光                              1,220 円 

元老院                                  730 円 

紅一点                                  730 円 

極上 蔵の師魂                        970 円 

桜島                                     720 円 

さつま                                  680 円 

さつま黒                       690 円  

佐藤 黒麹                               840 円 

黒麹仕込みの芋焼酎の個性をすべて兼ね備えている。 

お湯割りでいただきたい。 

佐藤 白麹                               800 円 

“佐藤”は「白麹」と「黒麹」の味わいを比べる 

教科書となる。白麹仕込は味わいまろやか。 

 

焼
酎 
  

赤霧島                                690円 

茜霧島                                690円 

明るい農村 かめ壺焼酎        720円 

明るい農村 赤芋仕込み        730円 

あくがれ                   750円 

阿久根                             720円 

朝掘り                             710円 

伊佐美                                730円 

まろやかな印象から、ややシャープな味わいが広がり、 

余韻にドライな印象を残す。プレミア焼酎の先駆け。 

一升五百文                       740円 

一尚（いっしょう）シルバー 黒麹     750円 

一尚 (いっしょう) ブロンズ 白麹     750円 

酵母菌にビール酵母を使用したモダンなタイプの焼酎。 

炭酸割りでさっぱりした旨みある芋の爽やかさが楽しめる。 

食前酒におすすめ。ビール党の方も試してみたい。 

いも麹 芋                            710円 

さつまいもの風味がダイレクトに感じられる芋焼酎。 

刀                                   750円 

甕仙人                             750円 

甕仙人 ブルーボトル            760円 

からり芋                         710円 

芋

 

いも麹 芋 

くじらのボトル 

楔 

甕仙人 

刀 

一尚 

佐藤 

きろく 

桜島 

※こちらのページの商品価格はすべて総額表示です。 



 

時代蔵 かんろ                      780 円 

しま千両                             720 円 

純芋                                   760 円 

純黒 かめ壺仕込み                   700 円 

純黒                         710 円 

白玉の露                      670 円 

砂のかけはし 黒麹             730 円 

砂のかけはし 白麹            730 円 

晴耕雨読                        740 円 

杜氏潤平                     790 円 

富乃宝山                             750 円 

とにかく華やか。フレイヴァータイプの代表。 

なかむら                      720 円 

XXIV (24)                  770 円 

農家の嫁 紫芋焼芋              760 円 

農家の嫁 焼芋                  750 円 

鼻つまみ焼酎                750 円 

不二才 (ぶにせ)               730 円 

魔王                                  1100 円 

プレミア焼酎 3M(他 森伊蔵、村尾)の一つ。 

芋臭さが無くとても飲みやすい。日本酒に使用する黄麹を使用して 

いる為、フルーティーな香りを感じることが出来る。 

萬膳                                    960 円 

黒麹仕込み。 

「また飲みたい」と思わせる後味の香ばしい余韻。 

萬膳庵                                 970 円 

軽快なタイプ。黄麹仕込み。やわらかい口当たり。 

三岳                                    690 円 

白麹。味わい・余韻、ふくよか。 

心水 (もとみ)                  700 円 

やきいも 黒瀬                 750 円 

山ねこ                       750 円  
「百年の孤独」を生み出した蒸溜所がつくった芋焼酎。 

芋の割に軽くて女性にも人気。  

来福 芋                            720 円 

蘭 白麹                       740 円 

六代目百合                           750 円 

重厚タイプ。ガツンとくる香ばしい匂い、ふくよかな 

旨味。芋焼酎の王道。脂ののった肉、レバー、照り焼き、 

チーズに合う。 

杜氏潤平 

麦 

富乃宝山 

不二才 

XXIV 

蘭 白麹 

萬膳庵 

山ねこ 

 

やきいも 

魔王 

安心院蔵 (あじむぐら)          660 円 

壱岐                             720 円 

大島                          690 円 

おこげ                          720 円 

おびの蔵から                  690 円 

確蔵                              750 円 

兼八                                    970 円 
麦チョコのようなビタースイートな風味。 

香ばしい余韻が長く、お湯割り向きだが 

オンザロックでも個性を失わない。 

※こちらのページの商品価格はすべて総額表示です。 



ちんぐ 黒麹                           730 円 

ちんぐ 白麹                           720 円 

 麦焼酎の香ばしさや米麹のほのかな甘みが炭酸と合う 

蔵元おすすめのソーダ割りでいただきたい。 

田苑 ゴールド                       720 円 

田苑 シルバー                       690 円 

杜氏潤平 潤の醇                      750 円 

中々                                    720 円 

「百年の孤独」の原酒。 

一粒の麦                    700 円 

百年の孤独                          1,300 円 

オークの木樽で長期熟成。淡い琥珀色でウイスキー 

のような軽いスモーキーフレイヴァー。ストレート 

もしくはオンザロックで。 

松露くろむぎ                       700 円 

円円 (まろまろ)                        720 円 

漫遊記                                680 円 

蔵の師魂 むぎ                      720 円 

麦笛                                   720 円 

八重桜                                680 円 

倭蔵 (やまとぐら)                      700 円 

来福 麦                                720 円 

わら麦                                670 円 

 

吉四六                      760 円 

銀座のすずめ            700 円 

銀の水                                720 円 

銀の水 Black                   740 円 

くろうま                        700 円 

くろうま 長期貯蔵              700 円 

月心 (げっしん)                        730 円 

賢者の選択                       700 円 

焙煎麦焼酎をシェリー樽及び樫樽に貯蔵・熟成させて 

ブレンドして仕上げた優雅な風味の焼酎す。二日酔い 

の元になるフーゼリュを蒸散している為酔い覚め爽やか。 

こふくろう                          690 円 

こふくろう 常圧                   690 円 

佐藤 麦                            750 円 

自然麦                             750 円 

時代蔵 麦笛                          760 円 

酔麦香                             700 円 

千の夢壱の刻                   740 円 

泰明                                700 円 

泰明 特蒸                          700 円 

超にごり                          730 円 

 百年の孤独 

佐藤 麦 

中々 

 

賢者の選択 

兼八 

※こちらのページの商品価格はすべて総額表示です。 



ダバダ火振                           760円 

贅沢に栗を 50%使用。栗のほのかな香りと 

ソフトな甘みが口の中でふわっと広がる。 

 

 

朝日 25度                             730円 

朝日 壱乃醸                          760円 

喜界島                            670円 

里の曙                            740円 

長雲 25度                     740円 

長雲 一番橋                         770円 

ネリヤカナヤ                       750円 

まーらん舟 25度                     770円 

香り華やか、余韻は上品に。ミントがあれば 

モヒートにしていただきたい。 

龍宮 30度                             720円 

黒糖や黒飴の香り。余韻にも黒飴のようなフレヴァー。 

オンザロック、水割り、お湯割り。 

黒糖 

米 

泡盛 

園乃露                                770円 

鳥飼                                   790円 

香りは華やかでフルーティー。吟醸酒を思わせる。 

萬緑                              760円 

よろしく千萬あるべし         720円 

日本酒「八海山」の製造過程で生まれる 

清酒粕が原料。吟醸酒を思わせる米焼酎。 

来福 米                      720円 

渡船                                  740円 

於茂登                                 700円 

しっかりとした旨味、とろりと蜜のような舌触り、 

けれどドライで後味はすっきり。 

カリー 春雨                          720円 

口にするとクリアな印象を受けるが、中盤から 

柔らかい旨味がでて、泡盛特有の旨味が広がる。 

菊之露                            680円 

久米島の久米仙                   690円 

残波 黒                        700円 

残波 白                               750円 

瑞泉                                   690円 

まさひろ                              660円 

満座                                    690円 

瑞穂                                    690円 

宮之鶴                                 700円 

 

※こちらのページの商品価格はすべて総額表示です。 

栗 

 

まーらん舟 

鳥飼 

よろしく千萬あるべし 

ダバダ火振 



コーラ                                        500円 

カルピス              500円 

辛口ジンジャエール                       500円 

100%オレンジジュース            550円 

100%グレープフルーツジュース     550円 

レモンスカッシュ                           610円 

ネクターピーチ                     530円 

マンゴージュース                   640円 

フレッシュバナナジュース      730円 

 ※少々お時間頂戴いたします。 

自家製しそソーダ          550円 

本搾り青汁                                    640円 

はちみつとレモンを加えて飲みやすくなっております 

※こちらのページの商品価格はすべて総額表示です。 

 

 

ソ
フ
ト
ド
リ
ン
ク 

 

玉露入り緑茶 (アイス・ホット)    500円 

ウーロン茶 (アイス・ホット)       500円 

黒烏龍茶 (アイス・ホット)          550円 

珈琲 (アイス・ホット)               550円 

紅茶(アイス・ホット)                 550円 

ローズヒップティー(アイス・ホット) 

      500円    

エスプレッソ                             610円 

カフェラテ(アイス・ホット)         610円 

カプチーノ                                610円 

ペリエ                                      500円 

 

 



アイス                    390円 

ミネラルウオーター         530円 

ウーロン茶                          940円 

玉露入り緑茶                       940円 

炭酸                                   420円 

お湯ポット                          550円 

カットレモン                       420円 

梅干し                                420円 

 

赤霧島・茜霧島（芋）      4,730 円 

虎斑（とらふ）霧島（芋）     5,280円 

明るい農村 (芋)                3,610 円 

からり芋 (芋)                   3,390 円 

三岳（芋）          5,280円 

吉宝亮天 (芋)                   3,520 円 

吉四六（麦）                     4,930 円 

兼八（麦）           6,380円 

一粒の麦（麦）                  3,520 円 

わら麦（麦）                     3,520 円 

鳥飼（米）                          4,820 円 

残波 (泡盛)                        4,050 円 

 

          

ボ
ト
ル 

   

割
り
も
の 

   

焼
酎
・
泡
盛 

   

ウ
ィ
ス
キ
ー 
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サントリー 角瓶                 4,270 円 

ジムビーム         4,620 円 

ジャックダニエル      6,580 円 

マッカラン 12 年                 17,380 円                    

山崎            17,380 円 

山崎 12 年         30,580円 

山崎 18 年         63,800円 

白州           17,380 円 

響 17 年            30,580 円             



 おすすめドリンク 
Alcohol 

カクテル 

ティフィンミルク     710 円 
 

グレープフルーツ・パナシェ 690 円 
 

マスカットリキュールティー 690 円 
 

 

ミスティア・キール    690 円 

 

キミア・ハーフロック   750 円 
 

パッションビア      710 円 
 

 

  

アルコールドリンク

自家製しそサワー      580 円 

はちみつレモンサワー    640 円 

美酢(ミチョ）ざくろサワー 590 円 
 

アセロラ＆ローズヒップ酒 660 円 
 

 

百年梅酒         640 円 
100  

 

とろこく梅酒（もも or りんご）640 円 

 

Non-Alcohol 

ノンアルコールカクテル 

庵(アン)ファジーネーブル 640 円 

 

カシスグレープフルーツ   640 円 

ベリーズカシスソーダ   710 円 

 

カシスビール      640 円 

パッションビア        660 円 

グレープフルーツ・パナシェ 690 円 

 

ソフトドリンク 

自家製しそソーダ     550 円 

美酢（ミチョ） ざくろ  550 円 

or or  

 

マンゴーカルピスソーダ  620 円 

モナン・いちごミルク   620 円 

モナン・ミントミルク   620 円 

モナン・バナナミルク   620 円 

フレッシュバナナジュース 720 円 
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