
ビール

キリン一番搾り……………………………………… ６６０円
麦芽100％の上質な旨味をキリンのビール作りの象徴＜一番搾り製法＞により

丁寧に引き出した贅沢なビールです。

陶器ビール………………………………………… ５５０円
陶器に入ることでクリーミーにまろやか。

瓶ビール…………………………………………… ６６０円
キリンクラシックラガー

ノンアルコール

キリン零ICHI　ゼロイチ(アルコール０％）…………… ５５０円

　　Wine

ワイン

イタリアスカリーニ 赤･白　　 [グラス] ６０５円
五穀豊穣ワイン 赤（ライトボディ）･白（辛口） [ボトル] 3,850円
プチルミエール 赤（ミディアムボディ）･白（やや甘口） [ボトル] 3,850円

   Whisky

ウヰスキー

※ハイボールも出来ます！

ウヰスキー シングルモルトウイスキー山崎 ７７０円

サントリー角瓶 ５５０円

スコッチ マッカラン12年 ７００円

サワー

巨峰　 カシス 桃 各種
青りんご グレープフルーツ ライム ５５０円
レモン 梅 ライチ

ソフトドリンク

ウーロン茶 コーラ 青森りんご１００％ 各種
緑茶 カルピス グレープフルーツ１００％ ３８５円
アイスコーヒー ジンジャーエール オレンジ１００％

当店の価格はすべて税込価格となっております。



日本酒　一合

　で　ん　　しゅ

田　酒　特別純米酒　山廃仕込[青森]……………………７７０円
山廃らしく味に厚みがありながら、すっきりとした酒。 ★★★★★
飲むほどに極みが感じられる。

　でん　　　しゅ

田　酒　特別純米酒[青森]…………………………………７１５円
青森県産酒造好適米｢華吹雪」を使用した地酒の逸品。 ★★★★★
辛口ながらコクがあり、飲み飽きしないすっきりした味。

　き　く　　い　ず　み

喜久泉　吟醸酒［青森］……………………………………６６０円
味わいはキリッとした旨みとほのかな酸味のバランスが良く、 ★★★★★
ほのかな吟醸香がふわりと鼻を抜けてゆきます。

　か　め　　き　ち

亀　吉　特別純米酒[黒石]…………………………………６６０円
｢花吹雪」と「むつほまれ」で醸造した津軽の豊かな自然が生きている手造りの味、特別純米辛口酒★★★★★
ほのかな含み香と口当たりの良さ。

　ほ　う　　は　い

豊　盃　純米吟醸[弘前]……………………………………７７０円
｢豊盃米」を使用し、落ち着いた香りと口中に広がる濃醇な旨味が特徴。 ★★★★★
バランスの良さ、安定感は豊盃ならでわ。

　ほう　　はい

豊盃　純米吟醸華想い［弘前］……………………………７７０円
華やかでフルーティーな吟醸香、ふくよかでふくらみのある味わい、 ★★★★★
果実を思わせる申し分のない酸と旨みがバランスよく調和し、切れ味も良く、
心地よい余韻が続きます。

ん[弘前]……………………………………………………６６０円
普通酒ながら、さすが豊盃という驚きのコストパフォーマンス。 ★★★★★
上品な香り、すっきりした辛口と程よい酸味。

　し　ち　　　り　き

七　力　純米吟醸[七戸]……………………………………７７０円
｢華想い」を５５％まで精米して醸され口中に広がる品のある香りと濃醇な米の旨味、 ★★★★★
スッと心地よく引いていく後味の良さ。

★が多いほど辛口となります。

当店の価格はすべて税込価格となっております。



日本酒　　一合

　ろっ　こん

六根ルビー　純米吟醸［弘前］……………………………７７０円
華やかな香りに綺麗な甘み･酸味が程よく、とても柔らかな ★★★★★
印象を与えてくれます。

　ろっ　こん

六根オニキス　純米酒［弘前］……………………………６６０円
青森県産むつほまれで醸した純米酒。ふくらみがあって飲み飽きしない ★★★★★
きれがあり、とってもホッとする味わいです。

い　な　む　ら　や

稲村屋　純米吟醸［黒石］…………………………………７７０円
純米吟醸ならではの華やかな香りはそのままに、八甲田山からの軟水が ★★★★★
ソフトな口当たりを醸しだし、冷やしても、食中酒としてもおいしくお召し上がりいただけます。

い　な　む　ら　や

稲村屋　特別純米酒［黒石］………………………………６６０円
純米吟醸に比べて、きりりと辛口で米の旨みを出した味わいに仕上がりました。 ★★★★★

　む　　つ　　はっ　　せん

陸奥八仙　特別純米火入［八戸］…………………７７０円
みずみずしい甘味と酸味が口の中に広がり後味のキレも良い ★★★★★
濃厚旨口タイプのお酒。

　たて　の　　かわ

楯野川　中取り純米[山形]………………………………７７０円
純米酒の中取り部分のみを瓶詰したお酒。中取りとは、 ★★★★★
丁寧に仕込んだ一番の部分だけを瓶詰した最良部分の意。

こなき純米　妖怪泣かせの長辛口[鳥取]…………………６６０円
キレが良く、ワイルドな味わい。 ★★★★★
何杯でもついつい手を出したくなる旨さは、辛口好きの方に。

　く　　　ぼ　　　た　　　　せん　じゅ

久保田　千寿[新潟]………………………………………６６０円
飲み口の良いスッキリとした辛口上品でやさしい香味はやすらぎを誘います。 ★★★★★

★が多いほど辛口となります。

当店の価格はすべて税込価格となっております。



芋焼酎

き　ん　ぽ　う　さ　く　ら　い あ　か　き　り　し　ま

金峰櫻井［鹿児島] ６６０円 赤霧島［宮崎］ ６６０円
癖になって仕方がない香りと深み。料理によく合います！ 幻の紫芋『紫優』が生み出した燃えるようなもろ味の赤。

　の　う　　か　　　よ　め き　ん　き　り　し　ま

農家の嫁［鹿児島］ ６６０円 金霧島［宮崎］ ７７０円
溶岩プレート釜と炭火で焼いた焼芋のコクと甘さ。 黒霧島に冬虫夏草を融合した黄金の輝き。

　あ　か　　　　　　の　う　そ　ん こ　く　ほ　う　き　り　し　ま

明るい農村［鹿児島］ ６６０円 黒宝霧島［宮崎］ ７７０円
森の黒いダイヤ「チャーガ」と

蒸し芋の香りとコク、余韻はかめ壺焼酎ならでは。 黒霧島が融合した漆黒の旨味とコク。

し　ろ　こ　う　じ　ま　ん　ね　ん 　さ　　と　　う　　　し　ろ　　　く　ろ

白麹　万年［宮崎］ ６６０円 佐藤　白･黒［鹿児島］ ７７０円
種芋の管理から栽培、収穫まで 白麹のやわらかい酒質に素直な
家族で行う焼酎蔵。柔らかな味わいと香り。 コガネセンガンの甘さを表現した味わい。

3,850円
く　ろ　こ　う　じ　ま　ん　ね　ん 　ま　ん　　ぜ　ん

黒麹　万年［宮崎］ ６６０円 萬　膳［鹿児島］ ７７０円
まろやかなコクとキレの良い後味。 山中で超軟水と昔ながらの道具と製法で
くせになる様な口当たりで香ばしい香り。 焼酎づくりを復活させた蔵の味。

　　　　　　　　　　　　　く　　ろ　せ 　まん　ぜん　あん　

やきいも黒瀬［鹿児島］ ６６０円 萬膳庵［鹿児島］ ７７０円
雑味が無く、味、香りとも芳醇、『焼き芋』 黄麹を使い、萬膳よりもまろやかな印象。
の焦げた味は柔らかで精密な焼酎。 何にでも合うのが好まれています。

　ざ　　ぼ　　う 　ま　な　　づ　る

坐忘［鹿児島］ ６６０円 眞　鶴［鹿児島］ ９９０円
旨味を最大限に引き出すために 「手造り麹」「かめ壺仕込み」「木樽蒸留」
濾過を極力控えた風味豊かな黒麹焼酎。 で醸した自然の恵み。

　く　ら　　　　　し　こ　ん 　い　　　さ　　　み

蔵の師魂［宮崎］ ６６０円 伊佐美［鹿児島］ ７７０円
貯蔵熟成による芳醇で円やかな味わい。 まろやかな味で、甘さと香りのバランスが良く、
洗練された芋の甘味とシャープな後味。 口当たりは繊細で優しく、喉越しもなめらかな逸品。

　ろ　く　だ　い　め　　ゆ　り

六代目百合［鹿児島］ ６６０円
これぞ芋焼酎！軽快な口当たり、力強い味わい。

紫芋

　　　　　　　　　　　　く　　ろ　　せ

やきいも黒瀬［鹿児島］紫 ７１５円 く じ ら［鹿児島］綾紫 ７１５円
紫芋特有の上品な甘味で個性的な香り。 綾紫という品種のさつま芋で仕込む事により、本格的な
何度でも飲みたくなるやみつきの味わいです。 芋の香りと強い飲み応えのある焼酎に仕上げています。

　あか　きり　しま

赤霧島［宮崎］紫 ６６０円
気高い香りと澄んだ甘味が特徴。どんな料理とも相性が良く、
食事をいっそう華やかなものにしてくれます。

当店の価格はすべて税込価格となっております。



麦焼酎

佐　藤［鹿児島］ ６６０円
白麹のやわらかい酒質に、素直なコガネセンガンの甘さを表現。

銀の水［宮崎］ ６０５円
大麦を極限まで取り除いて精麦し、熟成したキレの良い極上の口当たり。

黒さそり［鹿児島］ ６０５円
麦焼酎のイメージを覆す風味とインパクトで芋に負けない飲み応え。

いいちこ［大分］ ６０５円
華やかな香りで軽い口当たり。

黒糖

　な　が　　　く　も

長　雲［鹿児島］ ６６０円
奄美列島に伝わる永い伝統に醸された芳醇な味わいとほんのり香る黒糖。

泡盛

は　る　　さ　め

春　雨［沖縄］ ６６０円
「古くも香り高く、強くもまろやかに、辛くも甘い酒」といわれる泡盛。

ながいも焼酎

　ろ　く　　しゅ

六趣［青森］ ６６０円
六ヶ所村の特産品である長芋を使用。
すっっきりとしたライトな口当たり。

しそ焼酎
たん　たか　たん

鍛高譚［北海道］ ５５０円
厳選されたしそならではの華やかな香り、口中に広がる
爽やかな風味をお楽しみください。

当店の価格はすべて税込価格となっております



　　　　かんきつ系

　　　果実酒 　　　果実酒

ふるふるマンゴー［福岡］ ６０５円 ゆず［和歌山］ ６０５円
豊かなコクとほのかな甘酸っぱさが幾重にも広がります。 国産柚子の天然果汁が５０％で口当たりはとても滑らか。アルコール７％で控えめ。

あらごしもも［奈良］ ６０５円 れもん［和歌山］ ６０５円
とろっとした口当たりとコクのあるまるやかな甘味。 国産れもんの天然果汁使用。口当たりはとても滑らかで、酸味もやさしく上品。

いちご［和歌山］ ６０５円 夏みかん［和歌山］ ６０５円
梅酒と同様に、造り方にこだわった［本物の苺酒」 風味がいっぱいのおもいっきり夏みかんな和のリキュール。
甘さと酸味の見事なバランス。

とろっといちご[山形］ ６０５円 あらごしみかん［奈良」 ６０５円
大粒のいちご「あきひめ」をふんだんに使い、ヨーグルトの 香りはフルーティなみかんそのもの。つぶつぶがステキにはじけます。
酸味が優しく加わります。

ラフランス［山形］ ６０５円 かぼす搾り［滋賀］ ６０５円
無香料、無酸味料にこだわり、ラフランスの自然な香りと 癖になって仕方がない薫りと深み。料理に合います。
独特の舌触りを追求。

すもも［山形］ ６０５円 プレミアムジンジャー［滋賀］ ６６０円
グラスからあふれる果実感。甘酸っぱく、懐かしいトロミ。 かぼす絞りに生姜を丹念に煮出した絶妙な刺激と爽やかさ。

ぶどう［山形］ ６０５円 ゆずたいむらいと［京都］ ６６０円
月山の山葡萄がお酒に。甘すぎない落ち着いた味です。 ゆずと吟醸酒が巡り会い、奏でるハーモニー。

　お　お　い　り　　　　　　　　　　だ　く　だ　く

沖縄パイン［京都］ ６０５円 大入ゆず酒濁濁[兵庫］ ６６０円
パイナップルのしっかり感を生かした、砂糖不使用！ 食物繊維たっぷり。ゼリーのようなとろみ。

唐草まっこり［福岡］ ６０５円
上質のどぶろくのようなふわっふわの乳感覚。

当店の価格はすべて税込価格となっております。



　　梅Umeshu酒

　　　　おお　いり　　だく　だく

紀州の蜂蜜梅酒［和歌山］ ６０５円 大入濁濁［兵庫］ ６６０円
みかん蜂蜜のまろやかさと南高梅の酸味が調和して、 全てが大入り。にごりは旨味。
風味豊かな味わい。

イチゴ梅酒［和歌山］ ６０５円 芋梅「茨城］ ７７０円
和歌山トップブランドの「貴志川イチゴ」と 梅と芋の奇跡的融合！
南高梅の甘さと酸味の調和。 梅の爽やかな香りと、ホクホク芋のやわらかさ。

はっさく梅酒「和歌山］ ６０５円 とろとろの梅酒［奈良］ ６６０円
生産量全国一の和歌山はっさくの苦味と 濃醇な味わいで、甘くて酸っぱくて優しいにごり梅酒。
梅酒の甘さに夏を感じます。

ゆず梅酒［和歌山］ ６０５円 たんかん梅酒［福岡］ ６０５円
梅酒と柚子という酸っぱいもの同士ですが、これが実に 甘すぎず、爽やかでディープ。
よく調和し、香り高く甘酸っぱく純和風テイストの柔らかさ。 濃密なオトナのひととき。

シークワーサーの梅酒「和歌山］ ６０５円 バナナ梅酒［福岡］ ６０５円
インパクトのある酸味がとても魅力。 ［バナナの叩き売り］発祥の地で造る、
アルコール度数低めでさわやか。 とろみ、甘味、酸っぱさの高バランス。

古城梅　ごじろうめ　［和歌山］ ６０５円 めろめろメロン梅酒［福岡］ ６０５円
青いダイヤとも云われる古城梅。 熊本産アールスメロンの香りがいっぱい。
梅の品種による風味の違いを堪能ください。 ジューシーな爽やかさ。

山田十郎「神奈川］ ６０５円 金箔入り梅酒［和歌山］ ６６０円
酒米の「山田錦」と、梅の品種「十郎」の出会い。 ふくよかで心地よい独特の香り。

見た目にもゴージャスでリッチな気分に。

エビス福梅「大阪］ ６０５円
２０年熟成の幻の梅酒で漬け込んだ味わいは
飲めば誰もがエビス顔に・・・

当店の価格はすべて税込価格となっております。


