焼酎
焼酎ボトル(甲類）……1,500 円 (1,620円)
麦ボトル(乙類 )/Barley shochu

……3,000

◆( ) は税込表示です。 ( ) Is a display including tax.

Soft Drink

ビール

芋ボトル(乙類 )/Potato shochu
蕎麦焼酎 /Soba shochu

…… 3,000 円 (3,240円)

Beer

ロック・水割り・お湯割り

…… 各 400 円 (432円)

生(中ジョッキ )
Nama(draft beer）

各種(All)

380 円 (410円)

…………600 円 (648円)

①炭酸水 /Carbonated water
②緑茶（温・冷）/Green tea (hot or cold)
③ウーロン茶（温・冷）
/Oolong tea(hot or cold)

黒ビール (ギネス)/Guinness beer

………600 円 (648円)
中ビン /Middle(Bottle)………520 円 (562円)
ノンアルコールビール /Non-alcohol beer

………400 円 (432円)
⑤りんごジュース /Apple juice
⑥ジンジャーエール /Ginger ale

各種(All)400 円 (432円)

①梅酒
Plum

⑦コーラ /Coke

あんず

⑧カルピス /Calpis

②杏酒
Apricot

③林檎酒
Applle

⑤檸檬酒
Lemon

⑨メロンソーダ /Melon Soda

カシスオレンジ /Cassis and Orange

⑩ホットチョコレート /Hot chocolate

カシスウーロン /Ｃassis and oolong tea

……450 円 (486円)
……450 円 (486円)

デザート

ワイン（赤・白）red
(

・white)

Wine(Red/White)

Dessert
手作りプリン /Pudding

…………300 円 (324円)
ソフトクリーム /Soft ice cream

…………300 円 (324円)

ハイボール /Highball

……450 円 (486円)

コーラハイボール /Coke Highball
バーボンソーダ /Bourbon and Soda

…………600 円 (648円)
バーボンコーク /Bourbon and Coke

…………600 円 (648円)

カクテル・ミックス
Cocktail Mix

A 2,500 円 (2,700円)
B 5,000 円 (5,400円)
グラス /Glass Wine

………400 円 (432円)

Cold

裏面に『呑みくらべメニュー』が
ございます。ぜひご覧ください。
Please look the back menu.

Tropical Japanese
grain liquor highball

①チューハイ
Chuhai
②レモン
Lemon
③青リンゴ
Blue apple
④ブルーベリー
Blueberry
⑤ライム
Lime

⑥グレープフルーツ
Grapefruit
⑦ライチ
Lychee
⑧カルピス
Calpis
⑨梅
Plum
⑩ウーロンハイ
Oolong tea
⑪緑茶ハイ
Green tea

NIPPON MIX 各種(All) 600円(648
Chuhai-Cocktail

ラムコーク /Rum and Coke

…………500 円 (540円)
ジントニック /Gin and Tonic

ボトル /bottle Wine

冷

各種(All) 400 円 (432円)

ライチ

④茘枝酒
⑥ブルーベリー酒
Lychee
Blueberry

日本酒 (Sake)

サワー

…………500 円 (540円)
レモン

……380 円 (410円)

Chuhai-Cocktail

Fruit Liquor
りんご

一合徳利 /small

Highball(Whiskey and soda)

…………500 円 (540円)

果実酒

……700 円 (756円)

ハイボール

ジンジャーハイボール /ginger Highball

④オレンジジュース /Orange juice

二合徳利 /Middle

円 (3,240円)

……3,000 円 (3,240円)

ソフトドリンク

Hot

Jizake(Hakubanishiki)(Local Sake)

Shochu

お飲みもの

燗

地酒（白馬錦）

…………500 円 (540円)
ウォッカオレンジ / Vodka and Orange

…………500 円 (540円)
ウォッカアップル / Vodka and Apple

…………500 円 (540円)

①香る桜
Kaoru Sakura
②香る桜＆柚子
Kaoru Sakura
& Yuzu
③香る桜＆梅
Kaoru Sakura
& Ume

①

②

③

円)

