
Drink
Menu
出来る限りの「安心安全」を届けたいから
飲み物の多くを飲み切りスタイルに



⻨本来のうまみが感じ
られる、調和のとれた
雑味のない味わい。

キリン一番搾り生

480円(税込\528)

ホップの効いた飲みごたえ
と締まりのある後味の、
飲み飽きないうまさ。

キリンラガー(ビン)

580円(税込\638)

「⼀番搾り製法」で上品な
コクとすっきりとした後味
のノンアルコール・ビールテ
イスト飲料

キリン一ゼロイチ

380円(税込\418)

⻨本来のうまみが感じ
られる、調和のとれた
雑味のない味わい。

キリン一番搾り生

580円(税込\638)

各種480円
(税込\528) ハイボール コーラボール ジンジャーボール

濃いめのウイスキーダブルは＋100円で出来ます(税込\110)



強炭酸の"はじける刺激"にこだわった、
ドライテイストな瓶入りチューハイです。
地中海沿岸の爽やかなレモン果汁を使用
し、隠し味にオレンジ浸漬蒸留酒をブレ
ンドすることで、ドライながらも深みの
ある味わいに仕上げました。

alc度７％
内容量300ml

梅干しのしょっぱい味わいが楽しめる、
強炭酸の瓶入りチューハイです。梅干し
の味わいを追求し、梅干し由来の「塩
味」「旨み」「酸味」のバランスにこだ
わりました。また、赤シソ蒸留酒を使用
することで、赤シソの華やかな香りがア
クセントとなり、爽やかで飲みやすい味
わいです。

alc度4％
内容量300ml

強炭酸の"はじける刺激"にこだわった、
ドライテイストな瓶⼊りチューハイです。
ウオッカベースに、隠し味にオレンジ浸
漬蒸留酒をブレンドすることで、ドライ
ながらも深みのある味わいに仕上げまし
た。

alc度9％
内容量300ml

岡山県津山市で局地的にソウルドリンク化している

飲みきりサイズ/300mlボトル
580円(税込\638)

BIN-CHU

強炭酸レモン酎ハイ

強炭酸ウメボシ酎ハイ

強炭酸ドライ酎ハイ



名古屋市北区唯一の地元酒蔵「金虎酒造」

きんとらうめ酒 720ml
控えめでスッキリした⽢み。
梅の⾃然な⾹りと酸味が爽
やかに調和した上品な味わい。
ボトル 550円

(税込\605)
グラス 2300円

(税込\2530)

金虎 生貯蔵酒
軽快な旨みとフレッシュな
⾹りが調和。アルコール感
が低いため⾮常に飲みやす
いライトタイプのお酒
300ml飲みきり 780円

(税込\858)

マイルドで落ち着いた⾹り。
ふくよかな味わいで、中⾟
へと導きます。

金虎純米 720ml

ボトル 450円
(税込\495)

グラス 2800円
(税込\3080)

ほのかな果実⾹と優しい⽢み
が特徴。

本醸造 金虎 720ml

ボトル 380円
(税込\418)

グラス.          2300円
(税込\2530)

熱燗は「松⽵梅の豪快」⼀合380円(税込418円)/⼆合680円(税込748円)



特別に日に特別なお酒をご用意してます

柔らかな甘みから、夢山水・夢吟香ならではの艶のある旨みが広

がり、洗練された酸が深く豊かな表情を魅せる。流れるようにエレ
ガントで長い余韻。

大吟醸酒 本丸御殿

720mlボトル売りのみ

特別に日に特別なお酒をご用意してます

ヴーヴ クリコ

750mlボトル売りのみ

50～60種類の異なるクリュから収穫され、豊富なブドウから造られたリザ

ーブワインが30～45％ブレンドされています。 シャルドネ（28～33％）
を加えることで、ワインに欠かせない優雅さと繊細さのバランスを、
少量のムニエ（15～20％）を加えることで、まろやかな味を醸し出します。
(醸造期間最低3年)

3800円(税込\4180)

10000円(税込\11000)



モスコミュール
爽快なドライジンジャー
のすっきりとした味わい
アルコール9％

スミノフアイス
爽やかなウオッカ使用。
すっきりとしたレモン
テイスト
アルコール５％

モブリスクレモネード
やさしい甘酸っぱさの
アルコール５％

ワイルドグレープ
後味スッキリ、ほのかに
香るグレープテイスト
アルコール５％

飲みきりサイズ/275mlボトル
620円(税込\682)

「スミノフ(低アルコール)」

リンゴ、なのにドライ。
スッキリ爽快で⽢すぎない
オトナのお酒。
はじける炭酸が⼼地いい
本格シードル。
アルコール4.5％

ハードシードル 290ml

飲みきりサイズ/275mlボトル 500円(税込\550)
「シードル(低アルコール)」



飲みきりサイズ/360mlボトル
980円(税込\1078)

チャミスルfresh17.2°
韓国を代表する
⼈気商品。
すっきりとした
キレイな味わい。
アルコール 17.2%

チャミスルすもも
まろやかな酸味に、
ほど良いすももの
⾹りで上品な味が
楽しめる。
アルコール 13%

チャミスル
グレープフルーツ
⽢みと酸味の
バランスが絶妙。
グレープフルーツの
爽やかな味わい。
アルコール 13%

チャミスル
マスカット
爽やかで優しい⾹り
と飲み⼝の柔らかさが
クセになる
マスカットフレーバー。
アルコール 13%

「참이슬（チャミスル）」

マッコリ 1800円
(税込\1980)

韓国伝統の乳酸菌の
お酒。⽢味と酸味の
絶妙な味わい。
たっぷり楽しめる
1000ml
アルコール 6%

マッコリ 880円
(税込\968)

韓国伝統の乳酸菌の
お酒。⽢味と酸味の
絶妙な味わい。
飲みきりタイプの
375mlボトル
アルコール 6%



千⻲⼥(芋製)720ml
芳醇な芋とカラメルの⾹り
やわらかい⼝当たり、
まろやかな⽢みが特徴

麹に⽩麹を使⽤した⻨焼酎
です。くちあたりのよい、
まろやかな味わいが特徴。

千⻲⼥(⻨製)720ml

「鹿児島県」
千亀女「芋：麦」焼酎

ワイン/300ml飲みきりサイズ
日常的に飲んでいただける親しみやすいデイリーワイン

バランスのよい⼝当たり、程よい渋み、気軽に
楽しめる⾚ワインです。

フレッシュで⼝当たりのよい味わいが特⻑、
やや⾟⼝の気軽に楽しめる⽩ワインです。

赤
白
飲みきりサイズ/360mlボトル 980円

(税込\1078)

ボトル 2850円
(税込\3135)

グラス 480円
(税込\528)

さつま⽩若潮(芋製)900ml
すっきりとした⼝あたりで
⽢い余韻が感じられる焼酎

⿊麹独特のコクがあってまろ
やかな⽢⼝の酒質が特徴

さつま⿊若潮(⻨製)900ml

ボトル 2850円
(税込\3135)

グラス 480円
(税込\528)

ボトル 2850円
(税込\3135)

グラス 480円
(税込\528)

ボトル 2850円
(税込\3135)

グラス 480円
(税込\528)



コノスル
カベルネソーヴィニヨン

鮮烈なカシス、チェリー
プラムの香りで、果実味
豊かで深い味わいのワイン。

フレッシュなパイナップルのト
ロピカルな香りと、微かなハー
ブやオレンジなど、柔らかな酸
味とトロピカルフルーツを思わ
せる果実味豊かなワイン。

コノスル シャルドネ

2500EN

2500EN

(税込¥2750)

(税込¥2750)



鮮烈なチェリー、プラム、イチ
ゴの香りに、僅かにスパイシー
な後味が楽しめる。

コノスル ピノ ノワール

柑橘系の爽やかな香りやスグリ、
アプリコット、リンゴのキャン
ディの香りがあり、微かなハー
ブや緑の芝の香りが印象的。

コノスル
ソーヴィニヨン・ブラン

2500EN

2500EN

(税込¥2750)

(税込¥2750)



創業1960年の福田農場の美味しい果実で作る果実サワー
アルコールサワー全種類680円/ノンアルコールソーダ全種類480円

(税込¥748) (税込¥528)



創業1960年の福田農場の美味しい果実で作る果実サワー
アルコールサワー全種類680円/ノンアルコールソーダ全種類480円

(税込¥748) (税込¥528)



創業1960年の福田農場の美味しい果実で作る果実サワー
アルコールサワー全種類680円/ノンアルコールソーダ全種類480円

(税込¥748) (税込¥528)



創業1960年の福田農場の美味しい果実で作る果実サワー
アルコールサワー全種類680円/ノンアルコールソーダ全種類480円

(税込¥748) (税込¥528)



バヤリース オレンジ
オレンジのジューシーなお
いしさを楽しめる、ロング
セラー商品

ウィルキンソン
ジンジャエール
本格ジンジャーの⼒強い味
わい。

烏龍茶
福建茶葉進出⼝有限責任公
司推薦の⼀級茶葉だけを
100%

ウィルキンソン炭酸
磨き抜かれた⽔と強めの炭
酸から⽣まれる爽快感

コカコーラ
清涼感ある⼤胆な刺激が味
わいの良さ

ALCOHOL FREE
ノンアルコールドリンク/ソフトドリンク

280円(税込\308)

280円(税込\308) 280円(税込\308)

100円(税込\110

280円(税込\308)



チャミスルfresh17.2°
韓国を代表する
⼈気商品。
すっきりとした
キレイな味わい。
アルコール 17.2%

チャミスルすもも
まろやかな酸味に、
ほど良いすももの
⾹りで上品な味が
楽しめる。
アルコール 13%

チャミスル
グレープフルーツ
⽢みと酸味の
バランスが絶妙。
グレープフルーツの
爽やかな味わい。
アルコール 13%

チャミスル
マスカット
爽やかで優しい⾹り
と飲み⼝の柔らかさが
クセになる
マスカットフレーバー。
アルコール 13%

「참이슬（チャミスル）」
飲みきりサイズ/360mlボトル

980円(税込\1078)

マッコリ 1800円
(税込\1980)

韓国伝統の乳酸菌の
お酒。⽢味と酸味の
絶妙な味わい。
たっぷり楽しめる
1000ml
アルコール 6%

マッコリ 880円
(税込\968)

韓国伝統の乳酸菌の
お酒。⽢味と酸味の
絶妙な味わい。
飲みきりタイプの
375mlボトル
アルコール 6%


