
ソフトドリンク‐Softdrink 

しわちょう 

紫波町のぶどうジュース       1,200円 

黒スグリジュース            1,100円 
さいかい 

西海みかんジュース           900円 

烏龍茶                 750円 

カルピス                750円 

ピーチネクター             750円 

コカ・コーラ              750円 

ジンジャーエール            750円 

ノンアルコールビール          800円 

ミネラルウォーター‐Ｍineral Water 

ペリエ 330ｍｌ            750円 

エビアン 750ｍｌ         1,100円 

富士ミネラルウォーター 780ｍｌ    550円 

梅酒‐Umesyu 

奈良 

あらごし梅酒              750円 

福岡 

庭のうぐいす 特選梅酒         800円 

繁桝 純米梅酒               700円 

長崎 

わさんぼんとう 

和三盆糖                  750円 

大分  

九州紅茶梅酒              800円 

白桃酒‐Ｈakutosyu 

完熟とろける清水白桃酒            850円 

ウイスキー‐Whisky 

シングルモルト 余市         1,200円 

響 JAPANESE HARMONY          1,500円 

ハイランドパーク12年              1,400円 

オールドパー シルバー            850円 

芋焼酎‐Imo Syochu 

鹿児島 

別撰熟成 桜島           600円 

青天桜島 芋            600円 

魔王                700円 

萬膳                700円 

佐藤 黒              700円 

三岳                600円 

富乃宝山              700円 

伊佐大泉              600円 

杜氏 潤平             700円 

七窪                600円 

出水に舞姫             600円 

宮崎 

赤霧島               600円 

長崎 

磨き大島                600円 

麦焼酎‐Mugi Syochu 

長崎 

初代 嘉助               600円 

青一髪                 600円 

壱岐 スーパーゴールド 33          700円 

大分 

吉四六 麦               700円 

宮崎県 

百年の孤独             1,000円 

鹿児島   

佐藤 麦                700円 

黒糖焼酎-Kokuto Syochu 

鹿児島 

壱乃醸 朝日           600円 

米焼酎-Kome Syochu 

福岡 

繁桝 大吟醸 酒粕焼酎       600円 

熊本 

豊永蔵               600円 

ビール‐Beer 

国産生ビール            900円 

エビスビール（小瓶）        1,100円 

エビス プレミアムブラック（小瓶）   1,100円 

キリン ラガー ビール（小瓶）     900円 

アサヒ スーパードライ（小瓶）     900円 

ブランデー‐Brandy 

 レミーマルタン          2,500円 

*表示価格には、消費税と10％のサービス料が含まれております。 

ノンアルコールスパークリングワイン 

‐Non-alcoholic sparkling wine 

ピエール・ゼロ ブラン・ド・ブラン  800円 



日本酒‐Sake 

福岡 

伊豆本店 

 MONOGATARI 純米吟醸 生原酒   1,500円 

杜の蔵酒造  

 独楽蔵 無農薬山田綿 六十 純米酒    1,200円 

高橋商店 

 繁桝 純米大吟醸 しずく搾り     3,300円 

 繁枡 大吟醸 箱入娘         3,000円  

 繁桝 特別純米酒           1,200円 

 

日本酒‐Sake 

岩手 

南部美人 

  南部美人 純米大吟醸 愛山                      2,000円 

山形 

出羽桜酒造 
  でわざくら 

 出羽桜 愛山純米大吟醸          2,500円 

新潟 

八海醸造 

 八海山 特別本醸造                1,100円 

                   こうわくらしこみ 

 八海山 純米大吟醸 浩和蔵仕込      4,500円 

 スペシャル大吟醸 八海山         5,000円 

今代司酒造 

  IMA 牡蠣のための日本酒          1,700円 

石本酒造 

 越乃寒梅 特撰 吟醸           1,800円 

石川県 

車多酒造  

 五凛 生もと純米吟醸 山田錦       2,400円 

福井 

黒龍酒造 

 黒龍 大吟醸                   2,300円 

富山 

立山酒造 

 吟醸 立山                1,500円 

京都 

斎藤酒造  

 英勲 井筒屋伊兵衛 純米大吟醸        2,800円 

熊本 

株式会社美少年 

 美少年 賢者 大吟醸         2,600円 

長崎 

潜龍酒造 

 ふるさと讃歌 大吟醸           2,400円 

山崎本店酒造場 

 大吟醸 しずく酒             2,800円 

杵の川酒造 

 純米大吟醸 黎明           2,100円 

  きのかわ 

 杵の川 特別純米酒          1,500円 

   きのかわ 

 杵の川 にごり酒           1,000円 

佐賀 

松浦一酒造 

 特別本醸造 松浦一          1,300円     

 MATSUURA01 JUNMAIGENSHU65  1,500円 

古伊万里酒造 
   こいまり   さき 

 古伊万里 前 純米          1,200円 

五町田酒造 

 東一 純米吟醸酒           1,900円 

馬場酒造場  
           のごみ 

 純米吟醸 能古見           1,700円 

*表示価格には、消費税と10％のサービス料が含まれております。 

スパークリング清酒‐Sparkling Sake 

秋田 

発泡清酒ラシャンテ (280ml）                1,500円 

福島 

Rice magic スパークリングレッド (300ml）        2,200円 

熊本 

花の香702スパークリング (375ml）       2,600円 


