
※表示価格は税抜（税込）価格です。

PREMIUM HIGHBALL

ジムビームハイボール

380円(418円)

グッとうまい！爽快なキレ！
Newスタンダードハイボール！

クリスタル（白ぶどう）

ゴールド（ジンジャーエール）

フレーバーお選びいただけます。フレーバーハイボール

洗練されたプレミアムハイボール。
華やかに香る。やわらかな味がする。

メーカーズ
クラフト
ハイボール 500円(550円)

愛され続けるおいしさ。
飲み飽きない、爽快な味。

アサヒ 600円(660円)

ザ・モルツ 600円(660円)

ノンアルコールビールテイスト飲料

オールフリー
380円(418円)

神泡のザ・プレミアム・モルツ

〈香る〉エール

430円(473円)

360円(396円)

Ｌ（500ml） 550円(605円)

H ighball ハイボール

Beer ビール

メガ角ハイボール
600円(660円)

角ハイボール 450円(495円)

通常の2倍でお得！

～ご当地フレーバー～
北海道産 メロン 青森県産 青森りんご
山形県産 ラ・フランス 高知県産 直七
高知県産 ゆず 福岡県産 あまおう
宮崎県産 日向夏
沖縄県産 シークワーサー 550円(605円)

ブラック（コーラ）

レッド（アセロラ）

ホワイト（カルピス）

イエロー（レモンスカッシュ）

Ｍ（380ml）

Ｓ（330ml）

～～選べるジョッキサイズ！～～



※表示価格は税抜（税込）価格です。

フレッシュ&フルーティー！

カルロ ロッシ

デキャンタ

1,800円(1,980円)

Chuhai チューハイ

ロック・水割・お湯割・ソーダ割からお選びください。

紀州産 南高梅酒 380円(418円)

こだわりの紀州の南高梅で作った梅酒。

・・・
決め手は、樽熟成した梅酒。

サントリー梅酒樽仕上げ
〈山崎樽ブレンド〉

480円(528円)

Plum wine 梅酒

Lemon sour レモンサワー

W ine ワイン

赤玉パンチ
380円(418円)

100年続く、
ニッポンのワインサワー！

ワインサワー

グラス380円(   418円)

こだわり酒場の

レモンサワー
380円(418円)

こころ特製

超男前レモンサワー 450円(495円)

塩レモンサワー 450円(495円)

こだわり酒場とは、

しっかりレモンで甘くない！
酒とレモンのバランスを追求した、
ど真ん中のレモンサワー！

グレープフルーツ

ライム

プレーン 各380円(418円)

カルピス

パイン

ミックスフルーツ

福岡県産 あまおう

ピーチ

～ご当地シリーズ～

ラムネ

宮崎県産 日向夏

巨峰

高知県産 直七

山形県産 ラ・フランス

キウイ&アロエ

青森県産 青森りんご

北海道産 メロン

高知県産 ゆず

沖縄県産 シークワーサー

トマト

各380円(418円)

色々なフレーバーをお楽しみください

果汁の爽やかな酸味に、果皮の旨味や
ほろ苦さが加わった風味豊かな
サワーに仕上がっています。

瓶スタイル!!

能勢酒造
にごりレモンサワー
（250ml）

600円(660円)



※表示価格は税抜（税込）価格です。

翠ジンソーダ 450円(495円)

ほのかに、和、香る。

一味違う、ジンカクテル。

・翠ジンソーダ（レモン）500円(550円)

楽しめるバリエーション

・翠ジンソーダ（大葉） 500円(550円)

・翠ジンソーダ（梅） 500円(550円)

・翠ジントニック 500円(550円)

・翠ジンライム 500円(550円)

・翠ジンバック 500円(550円)

縁龍（麦）

ボトルもおススメの焼酎

グラス 500円（550円)

ボトル（900ml）2,500円(2,750円)

芋焼酎

大隅（芋）〈鹿児島県〉

スィートポテトの香り。

大隅（麦）〈鹿児島県〉

ほんのりバナナの香り。

赤霧島〈宮崎県〉 600円(660円)

気高い香りと澄んだ甘みが特徴の本格芋焼酎です。
どんな料理とも相性がよく、食事をいっそう
華やかなものにしてくれます。

黒霧島〈宮崎県〉 500円(550円)

黒麹の醸すうまさはトロッとしたあまみ、
キリッとした後切れにあります。

いいちこ〈大分県〉 500円(550円)

深い薫りと豊かなコク。常圧蒸留原酒を使った
飲みごたえのある、本格焼酎。

ロック・水割・お湯割・ソーダ割からお選びください。

グラス 各400円( 440円)

ソーダ割がオススメ

ボトル 各2,200円(2,420円)

白鶴（熱燗・ぬる燗・冷や酒）
酒屋、厳選のお酒あります。
別紙をご覧ください。
冷酒がオススメ！

大 600円(660円)

小 400円(440円)

ボトルオプション

レモンスライス 1玉分

梅干 3個 各100円(110円)

各種デキャンタ

ソーダ 300円(330円)

ロック・水割・お湯割セットは初回のみ 300円(330円)

ウーロン 500円(550円)

Shochu 焼酎

J apanese Gin ジャパニーズジン

Sake 日本酒

麦焼酎



※表示価格は税抜（税込）価格です。

まるで梅酒なノンアルコール 350円(385円)

梅酒も驚く梅酒らしい味わい。

ロック・ソーダ割からお選びください。

サラトガクーラー

カシスルージュ

パインラッシー

ピーチヨーグルト

MIXジュース

キャラメリーゼ

トロピカリーナ

ピーチメルバ

バージンカシスアセロラ

カシスレモネード

ライムレモネード

パインレモネードアセロラミスト

ノンアルシャーリーテンプル

ノンアルコールカクテル

ノンアルコール梅酒テイスト飲料

キッズドリンク 80円(88円)（ご注文は小学生まで）

コーヒー 各400円(440円)紅茶 カフェオレ

シャンディガフ レッドアイ

ビールベース

カシスオレンジ カシスウーロン

カシスバック カシスグレープフルーツ

カシスベース

各380円(418円)

ファジーネーブル レゲェパンチピーチパイン

ピーチベース

各380円(418円)

各430円(473円)

Cocktail カクテル

Non Alcohol ノンアルコール

Soft Drink ソフトドリンク

各350円(385円)

ウーロン茶 各280円(308円)

コーラ

レモンスカッシュ

コーラホワイト

ジンホワイト

シトラスレモン

ホワイトスカッシュ

レモネード

ホワイトウォーター

白ぶどう

アセロラスカッシュ

アセロラ

ジンジャーエール

白ぶどうスカッシュ

アップル

トマト

ピーチ

オレンジ やさいMIX

グァバ

グレープフルーツ マンゴー

アサイー 赤ぶどう

ホットカフェモカ抹茶ラテココア


