
・超炭酸ジムビーム
ハイボール 440円

グッとうまい！爽快なキレ！
Newスタンダードハイボール！

・ジムビームコーラ 各473円

・ジムビームジンジャー

メガジムビーム
ハイボール 770円

いつもの容量約2倍！

※表示価格は全て税込み価格です。

ロック・水割できます。

・メガジムビームジンジャー

・メガジムビームコーラ 各880円

各種ウイスキー、ダブルは追加料金をいただきます。
角瓶・ジムビーム＋200円、メガのダブル＋400円、知多＋400円頂戴いたします。

2,750円

2,750円

3,850円

3,850円

4,950円

4,950円

2,750円

2,200円

「フレーバー焼酎」※

《ショット》 《ボトル》

・ふんわり鏡月アセロラ

後口すっきり、爽やかなお酒。

・ふんわり鏡月クリア〈ライム〉

ショット 各429円

ボトル 各1,980円

甲類焼酎

1,980円

麦焼酎

・いいちこ 462円

・すずめ 495円

・吉四六 748円

・中々 748円

・伊佐美 748円

芋焼酎

なんこ 495円

・黒霧島 495円

・茜霧島 660円

・赤霧島 660円

・神泡のザ・プレミアム・モルツ

（小グラス） 363円

（中ジョッキ） 605円

（大ジョッキ） 880円

（ピッチャー） 2,860円
5杯分でお得です！

-

・アサヒスーパードライ 各572円

・青島ビール

芋の香り、濃厚な味わい。

天然水仕上の澄みきった心地良い味わい。

鏡月 429円

・超炭酸角ハイボール 506円

キンキンに冷えた高圧炭酸ソーダで
わった爽快ハイボール。角ジョッキで豪快にどうぞ！

・角ハイコーラ 各539円・角ハイジンジャー

・メガ角ハイボール 825円

いつもの容量約2倍！

サントリー

・知多 風香るハイボール 825円

風のように軽やかな口あたりで、料理の味を引き立てます。

ロック・水割できます。

ロック・水割できます。

・メガ角ハイジンジャー

・メガ角ハイコーラ 各935円

JAPANESE 
GIN

・六ソーダ 935円

6種の日本の和素材を使った
香り豊かなジャパニーズクラフトジン。

SHOCHU

ロック 水割 ソーダ割

ロック 水割 お湯割

PREMIUM
BEER

※焼酎ベースのリキュールです。

《ショット》 《ボトル》

《ショット》 《ボトル》

・佐藤 880円 -

・赤兎馬 748円 4,950円



・グレープフルーツサワー

・カシスサワー 各462円

・梅サワー

・ピーチサワー

・巨峰サワー

・ライチサワー

・メロンサワー

・杏サワー

・カシスサワー 各495円

・梅サワー

・ピーチサワー

・巨峰サワー

・ライチサワー

・メロンサワー

・杏サワー

・ウーロンハイ 462円

紀州産南高梅酒 462円
こだわりの紀州の南高梅で作った梅酒。

・特選沖縄産 黒糖梅酒 495円

・10年 1合 396円

・10年 4合 1,595円

・12年 500ml ボトル 3,850円

・20年（超王台） 500ml ボトル 6,600円

・レゲエパンチ 各495円

・カシス
（オレンジ・グレープフルーツ・ウーロン）

・ライチ（グレープフルーツ・ウーロン）

・梅（グレープフルーツ・ウーロン）

・巨峰（グレープフルーツ・ウーロン）

・杏（グレープフルーツ・ウーロン）

ミルクカクテル

・カルーア抹茶ミルク

・カルーアミルク

・花泉（本醸造清酒）【福島】 462円

・奈良萬（純米酒）【福島】 561円

・日高見（純米酒）【宮城】 660円

・八海山（吟醸）【新潟】 748円

・タクシードライバー（清酒）【岩手】

・獺祭（純米大吟醸）【山口】 各880円

・梵（純米酒）【福井】

・飛露喜（特別純米酒）【福島】 1,320円

・くどき上手（純米吟醸）【山形】

・カップワイン（赤・白） 各495円

梅酒も驚く梅酒らしい味わい。

ノンアルコールビールテイスト飲料

オールフリー 各429円ドライゼロ
ノンアルコール梅酒テイスト飲料

まるで梅酒なノンアルコール
462円

ノンアルコール
カクテルテイスト飲料

カシスオレンジ

・烏龍茶 各275円

・コーラ

・ジンジャーエール

・メロンソーダ

・オレンジジュース

・グレープフルーツジュース

・ホワイトソーダ

・ホワイトウォーター

・アイスコーヒー 330円

・イチゴミルク 385円

・マンゴーミルク 385円

・ココナッツミルク 330円

・コーラフロート 418円

・メロンフロート 418円

・コーヒーフロート 495円

ホットドリンク

・ジャスミン茶 385円

・鉄観音茶 385円

・ライチ茶 385円

・ホットホワイトウォーター 330円

・ブラックタピオカ
（ココナッツ・キャラメルミルク・
抹茶ミルク・ミルクティー）

各418円

・炭酸水

※表示価格は全て税込み価格です。

SOUR

・赤玉パンチ 462円

100年続く、
ニッポンのワインサワー！

ホワイトサワー

PLUM WINE ロック ソーダ割 MAKGEOLLI

WINE

・こだわり酒場の
レモンサワー

462円

SHAOXING WINE

SOFT DRINK

NON-ALCOHOL

SAKE

COCKTAIL

ロック ソーダ割

各495円

その梅酒、山崎から。

・山崎蒸溜所貯蔵
焙煎樽仕込梅酒 495円
コク、華やか。ウイスキー樽熟成。

モ
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・久保田（吟醸酒）【新潟県】 770円

・豊盃（純米酒）【青森県】

・豊盃（大吟醸）【青森県】 各990円

・田酒（特別純米酒）【青森県】

・しょっぱい梅サワー 各462円

梅干しまるごと使用した
すっきり甘くないキレ味！

・麒麟山（清酒）【新潟】 539円

・黒糖梅酒 462円

・醇麗純香（純米大吟醸）【宮城県】

・百十郎くろずら（純米大吟醸）【岐阜県】

・デカレモンサワー
762円

カシスウーロン

カシスソーダ

カシスオレンジ

ファジーネーブル

ピーチソーダ

ピーチウーロン

ラグート

・マッコリ 440円 1,892円

・マッコリ
（サワー・イチゴ・マンゴー・カルピス）

各495円

グラス ボトル

※原料由来のアルコール分を微量含みますが、
アルコール分1%未満の為、酒税法上お酒ではありません。

各462円


