
DRINK
MENU



ドリンクメニュー

生ビール

サントリーモルツ 600円



世界のビール

◇ピルスナー －スッキリ飲みやすいライトビール－

ハイネケン（オランダ） 600円
コロナ（メキシコ） 600円
バドワイザー（アメリカ） 600円
ミラー（アメリカ） 600円
シンハ（タイ） 600円

◇しっかり味わいのあるビール
シメイレッド（ベルギー） 800円
シメイホワイト（ベルギー） 900円
シメイブルー（ベルギー） 900円

◇ヴァイツェン －小麦使用のホワイトビール－

ヒューガルデンホワイト（ベルギー） 700円

◇スタウト －ほのかに甘い焦げた香りの黒ビール－

ギネス（アイルランド） 700円

◇ＩＰＡ －強い苦みとフルーティな味わい－

ＰＵＮＫ ＩＰＡ パンクアイピーエー（スコットランド）
800円

◇甘みとレモンの風味のビール
サリトス・テキーラ（ドイツ） 700円



ドリンクメニュー

フルーツビール

◇フルーツフレーバーのビール
レモンビール 750円
青りんご 750円
ミックスベリー 800円
パッションフルーツ 800円

◇ほんのりした甘みの日本のフルーツビール
福島路ビール 桃のラガー 800円
湘南ゴールド ※夏期限定 800円

ビアカクテル

フルーツビアカクテル 650円
ざくろ／カシス／バナナ

その他のビアカクテル 650円
レッドアイ （ビール＋トマトジュース）

シャンディガフ （ビール＋ジンジャーエール）

ドッグノーズ （ビール＋ジン）

カンパリビア （ビール＋カンパリ）

グレープフルーツビール
パイナップルビール



ドリンクメニュー

日本の地ビール（クラフトビール）

みちのく福島路（ふくしまじ）ビール
ピルスナー -スッキリ飲みやすい- 800円
ヴァイツェン -小麦使用の白ビール- 800円
レッドエール -芳香なエールビール- 800円
桃のラガー -ほんのり桃味- 800円

日本各地の地ビール（クラフトビール）
オリオンビール（沖縄） -ピルスナー- 600円
よなよなエール（長野） -エールビール- 700円
インドの青鬼（長野） -ｲﾝﾃﾞｨｱﾍﾟｰﾙｴｰﾙ- 700円
まりはな（埼玉） -ｲﾝﾃﾞｨｱﾍﾟｰﾙｴｰﾙ- 700円
銀河高原ビール（岩手） -ヴァイツェン- 700円

※上記以外にも、入荷します
店員にお尋ねになるか、店内ボードをご覧ください



ワイン

ハウスワイン

＜赤＞
グラス 600円 ボトル 2800円

＜白＞
グラス 600円 ボトル 2800円

※その他、ボトルワインご用意しております。
右ページをご覧ください

ドリンクメニュー



赤

アバディア・デ・ロブレ赤 ～スペイン～ グラス 600円
すっきり飲みやすい。ライトボディ。 ボトル 2800円

IWAKIワイン 富士の夢 ～いわき～

いわき産ワイン。2015年初醸造。 ボトル 4500円

白

アバディア・デ・ロブレ白 ～スペイン～ グラス 600円
ワイン初心者でも飲みやすい中辛口 ボトル 2800円

IWAKIワイン デラウェア ～いわき～

いわき産ワイン。2015年初醸造。 ボトル 4500円

IWAKIワイン 梨ワイン 豊水 ～いわき～

いわき産ワイン。2015年初醸造。 ボトル 4500円

スパークリング

白スパークリングワイン ボトル 3500円

IWAKIワイン 梨スパークリング ～いわき～

いわき産ワイン。2015年初醸造。 ボトル 4500円

ワイン MENU

超希少なアフリカワイン

マダガスカルワイン ボトル 5000円



カクテル 650円

ジントニック モスコミュール スクリュードライバー
カンパリオレンジ カシスオレンジ ピーチウーロン
ラムコーク マリブコーク マリブミルク
カルーアミルク キャラメルミルク バナナミルク
ウーロンハイ カンパリソーダ ジンバック
カシスウーロン テキーラサンライズ ジャックハニーミルク
ヨーグルトミルク ヨーグルトオレンジ ヨーグルトパイン

※このほかにもカクテルあります。お気軽にお申し付けください。

ドリンクメニュー

オリジナルカクテル 650円
ざくろ酢サワー
トマトニック

ホットカクテル
ホットカルーアミルク 700円
ホットウーロンハイ 700円

ショット
テキーラ 550円

その他のビン系飲料
ジーマ 500円
サウザクーラー 600円



ワインカクテル
赤ワイン＋カシス （カーディナル） 650円
白ワイン＋カシス （キール） 650円
赤ワイン＋ジンジャーエール （キティ） 650円
白ワイン＋ジンジャーエール （オペレーター） 650円
赤ワイン＋コーラ （カリモーチョ） 650円
白ワイン＋ソーダ （スプリッツァー） 650円
赤ワイン＋ソーダ （ティント・デ・ベラーノ） 650円
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ホットワイン 700円
（プレーン／はちみつ）
※最後にシナモンパウダーをかけますので、苦手な方はお申し付けください

果実酒 600円
梅酒 ゆず酒 白桃酒 巨峰酒
※ロック or ソーダ割り

ハイボール
角ハイボール 600円
夜明けハイボール （トマトリキュール使用） 600円
ジンジャーハイボール 600円

ホットウィスキー
角のお湯割り 650円
ジャックハニーお湯割り 700円
ホットジャックハニーミルク 700円



ウィスキー

◇スコッチ
カティサーク 650円
バランタイン 800円

ボウモア 800円
デュワーズ 800円

グレンマレイ 800円
ジョニーウォーカーブラックラベル 900円
ジョニーウォーカーダブルブラック 900円

◇バーボン

WILD TURKEY 800円
EARLY TIMES 800円
I.W.HARPER 800円
JACK DANIEL’S 800円
FOR ROSES 800円
Maker’s Mark 800円
JIM BEAM 650円

◇アイリッシュ
ウェストコーク 800円

◇カナディアン

カナディアンクラブ 700円
クラウンローヤル 800円

◇ジャパニーズ
角 650円
トリス 650円



日本酒

いわきの地酒

又兵衛 １合 600円

いわき市神谷の米を使った純米酒

神谷（かべや） １合 650円

スパークリング日本酒

すず音 ボトル 1300円

焼酎

麦 ロック・水割り・お湯割り 600円
芋 ロック・水割り・お湯割り 600円
米 ロック・水割り・お湯割り 600円

水割りセット（氷・水・お湯） 各 300円
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ノンアルコール

ノンアルコールビール （龍馬） 500円

ノンアルコール梅酒 （ロックorソーダ割り） 500円

ノンアルコールスパークリングワイン 600円

シャーリーテンプル 500円

（ジンジャーエール＋グレナデンシロップ）

サラトガクーラー 500円
（ジンジャーエール＋ライムシロップ）

南国気分 500円
（パイナップルジュース＋グレープフルーツジュース）

ざくろ酢ソーダ 500円

カルピス 500円

牛乳でつくるミルクココア （ice／hot） 600円
※冬期限定

余裕がある時は夏でも作ります（笑）

ミロ （ice／hot） 600円
※冬期限定

余裕がある時は夏でも作ります（笑）
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ドリンクメニュー

ソフトドリンク

◇コールド 400円

ウーロン茶 コーラ ジンジャーエール

オレンジジュース グレープフルーツジュース
トマトジュース パイナップルジュース

◇ホット 500円

紅茶 コーヒー 梅こぶ茶
ホットウーロン茶




