


藁焼きたたき

表記は税抜価格です

「てつ鍋カツを」のおすすめ！

オーダーごとに藁焼きの炎で仕上げる名物メニュー。

鰹のハラス炙り ………………………………¥430
脂ののったおなかの下の部位をさっと藁で炙りました。
柚子胡椒でどうぞ。数量限定です。

数量限定

鰹のハラス藁炙り

おすすめ

鰹のたたき ……………………………（大）￥1,870
新鮮な鰹を高温の藁焼きで炙りました。
塩とタレでお召しあがりください。

（ミニ） ¥590
（小） ¥990

鰹のたたき（大）

おひとり様におすすめ！

鰹のたたきミニサイズ登場!!



おすすめ

キャベツとちりめん山椒の塩サラダ … ¥490
旨味の効いた塩ドレッシングで。

サーモンとアボカドのサラダ…………… ¥790
グリーンサラダにスモークサーモンとアボカド。

女性に人気のサラダ。

ベーコンと春菊のサラダ………………… ¥690
春菊のほろ苦い味わいにジューシーなベーコン。

特製ごまドレッシングで。

サラダ

ベーコンと春菊のサラダ

表記は税抜価格です

お酒の肴

韓国風冷奴

あん肝ポン酢

酒盗カマンベール

いわし梅煮

枝付き塩枝豆

柚子帆立

190円均一

390円均一 

鶏わさび

鶏皮ポン酢
オニオンスライス

漬物盛り合わせ

彩り野菜のピクルス

たこわさ

わさび梅キュウ

島らっきょう

イチヂクバター

アボカドとクリームチーズの
明太和え



おすすめ

おすすめ

おすすめ

おすすめ

冷やしトマト …………………………………¥590
よく冷えた新鮮トマトを大葉の特製ドレッシングで。

おすすめ

一品料理

「カツを」のだし巻き ………………………¥490
出汁の効いた特製の玉子焼き。

あさりの酒蒸し ………………………………¥690
プリプリの身からスープまで、あさりの旨みたっぷり。

表記は税抜価格です

「カツを」のだし巻き

「カツを」のフライドポテト …………¥450
鰹の風味が効いた特製スパイスで。

山芋フライドポテト …………………… ¥450

イカのからあげ …………………………… ¥490
やわらかな胴とゲソを共に揚げました。

揚げ物

ごぼうのからあげ………………………… ¥390

タコのからあげ …………………………… ¥590

おっきな牛肉コロッケ（１個）………… ¥180

パリっと香ばしく、ジューシーに仕上げた自慢のからあげ。

南蛮 +50 円　/　みぞれ +50 円

鶏からあげ（5個）……………………………¥640

「カツを」の鶏からあげ

鰹フライ

おすすめ

バラ肉とお出汁の効いた、ゴーヤチャンプル。

豚と豆腐のゴーヤチャンプル……………¥790

おすすめ

鰹フライ ……………………………………… ¥990
たたきに使う新鮮な鰹をまるごとフライに。

南蛮だれとタルタルソースで。

鶏なん骨唐揚げ …………………………… ¥400

ハムカツ ……………………………………… ¥400

茄子はさみ揚げ 油淋鶏和え …………¥480

豚キムチ…………………………………………¥680
相性抜群の豚肉とキムチ！お酒のおともに。



表記は税抜価格です

おすすめ

おすすめ

てつ鍋餃子 ……………………………………¥690
パリッと香ばしい名物餃子。アツアツをどうぞ。

てつ鍋料理

てつ鍋牛タン玉ねぎポン酢炒め ………¥890
柑橘の効いたポン酢であっさりと。

てつ鍋ナポリタン……………………………¥690
中華麺をナポリタン風味に仕上げあつあつの鉄鍋で。

てつ鍋牛すじ焼きそば ……………………¥690
牛すじを入れて濃厚に仕上げた特製焼きそば。

てつ鍋餃子

おすすめ

焼きおにぎり …………………………………¥390
表面を香ばしく焼き上げた、焦がし醤油の特製おにぎり。

焼きおにぎり めんたいのせ ……………¥450
焦がし醤油のおにぎりに、明太子を添えて。

めんたい茶漬け ………………………………¥590
明太子の辛味が効いた出汁茶漬け。

めんたい大葉ごはん ………………………¥390
明太子の辛旨なごはん。大葉香りでさっぱりと。

ちりめん山椒ごはん ………………………¥390
山椒とちりめんの〆にピッタリのあっさり＆シンプルごはん。

いくらごはん …………………………………¥690
いくら好きな方に。ちょっと贅沢な〆ごはん。

焼鮭といくらの親子茶漬け ……………¥790
鮭の切り身をのせた贅沢な親子出し茶漬け。

〆ごはん

溶岩石焼き料理

豚肩ロースの溶岩石焼き ……………… ¥1,290
程よく脂の入った肩ロースをじっくりと焼き上げました。

鶏ももの溶岩石焼き ………………………¥990
皮目はパリッと、身はジューシーに焼き上げました。

イカの溶岩石焼き……………………………¥790
軽く炙るように焼き上げました。黒七味＆マヨネーズで。

おすすめ

牛ハラミの溶岩石焼き ………………… ¥1,990
やわらかい赤身肉を焼き上げました。

牛ハラミの溶岩石焼き

焼鮭といくらの親子茶漬け

おすすめ

おすすめ

おすすめ

おすすめ

※当店ではすべて国産米を使用しています

「カツを」のラー油ごはん ………………¥390
〆にぴったり。鰹の食べるラー油をのせたごはん。



おすすめ

昔ながらの焼きプリン ……………………¥450
卵たっぷり、バニラの香りの焼きプリン。

表記は税抜価格です

甘味

宇治抹茶のアイス……………………………¥490
濃厚な抹茶の蜜を贅沢にかけたアイス。

高知県産柚子シャーベット ………………¥390
柚子のソースをたっぷりと。お口直しの定番。

白胡麻バニラの黒蜜がけ…………………¥490
相性抜群の白胡麻と黒蜜をかけたバニラアイス。

昔ながらの焼きプリン



お飲み物



表記は税抜価格です

日本酒
sake

澤屋まつもと守破離
五百万石  純米  日本酒度 +2  酸度 1.7

  さわや                                 しゅはり

【京都府 松本酒造】

吟醸造りで仕込んでいるので、酸がはっきりとしていて、『透明感、

旨み、爽やかさ』を感じていただけるフレッシュでシャープなお酒。

半合 …………………… ¥600
一合 ………………… ¥1,100

sawaya matsumoto shuhari

阿櫻 超旨辛口
酒こまち　特別純米  日本酒度 +10  酸度 1.4

あざくら　ちょううまからくち

【秋田県 阿櫻酒造】

キレの良い飲み口の中にも、お米の旨みをしっかりと感じられるお酒。

どんな食事とも相性がよく、飲み飽きません。

半合 …………………… ¥550
一合 ………………… ¥1,000

 azakura cyou umakarakuchi

天寶一
千本錦　特別純米　日本酒度 +9　酸度 1.6

てんぽういち

【広島県 天寶一】

広島が誇る優秀な酒造好適米「千本錦」を 9 号系の酵母で大事に醸し

た辛口酒。口に含むとほんの少しメロンのような香りが顔を出します。

半合 …………………… ¥450
一合 …………………… ¥800

 tenpouichi

お好みで冷、燗お申し付けくださいませ

獺祭 純米大吟醸 50
山田錦  純米大吟醸  日本酒度+3  酸度 1.5

だっさい

【山口県 旭酒造】

口当たりはややまったりと甘く舌触りは滑らか。グラスから上立って

いた同様の香りが口の中に広がる日本酒のスーパースター。

半合 …………………… ¥900
一合 ………………… ¥1,700

 dassai jyunmai daiginjyou

播州一献 超辛口
北錦 純米 日本酒度＋15 酸度 2.1

ばんしゅういっこん　

【兵庫県 山陽盃酒造】

低温長期発酵モロミを使用することで抜群のキレを誇る辛口の一本。

香り過ぎず、キレが良く、なめらかな後味で食中酒に最適。

半合 …………………… ¥500
一合 …………………… ¥900

 bansyu ikkon

華やかな果実系の香り

穏やかな穀物系の香り

端
麗
な
味
わ
い

濃
醇
な
味
わ
い

●

山形正宗

●

紀土
●

美丈夫

●

天寶一

●獺祭

●醸し人九平次

●アルファ風の森

●磯自慢

●秀鳳

●

片野桜

●八海山
●

笑四季
●

澤屋まつもと

●

播州一献
●

三谷藤夫
●

川鶴

●

阿櫻

●

豪快

●庭のうぐいす

●

玉川

●

高砂
●

剣菱

山形正宗 純米吟醸 雄町
備前雄町 純米吟醸 日本酒度＋2 酸度 1.6

やまがたまさむね　じゅんまいぎんじょう　おまち 

【山形県 水戸部酒造】

「備前雄町」を 5０％まで磨き上げ使用することで果実香が香り、シャー

プなキレ・しっかりした雄町の旨味を実現させています。

半合 …………………… ¥700
一合 ………………… ¥1,300

 yamagata masamune
jyunmaiginjyou omachi

おすすめ

おすすめ

アルファ風の森
秋津穂  純米吟醸  日本酒度 ̶  酸度 ̶

  かぜ  　もり

【奈良県 油長酒造】

奈良県産の秋津穂 100％。米旨味がしっかりあってキレもとても良い

「風の森」らしいシュワシュワ感と、爽やかな旨味が広がります。

半合 …………………… ¥600
一合 ………………… ¥1,050

 alpha kazenomori



日本酒
sake

高砂 山廃仕込
山田錦  純米吟醸  日本酒度 -3  酸度 1.5

たかさご     やまはいじこみ

【静岡県 冨士高砂酒造】

甘くフルーティーな香りと、 昔ながらの山廃仕込みにより完成され

た力強い旨みと、ほのかに感じられる甘みが絶妙。 

半合 …………………… ¥600
一合 ………………… ¥1,050

takasago yamahaijikomi秀鳳 雄町
雄町  特別純米  日本酒度 ±0  酸度 1.5

しゅうほう おまち

【山形県 秀鳳酒造場】

全日本国際酒類コンクール純米酒部門グランプリ受賞。

雄町の旨味が膨らんでいます。やわらかく優しい味わい。

半合 …………………… ¥600
一合 ………………… ¥1,050

 syuuhou omachi

八海山  純米吟醸
山田錦/美山錦  純米吟醸  日本酒度 +4.0  酸度 1.2

はっかいさん 　  じゅんまいぎんじょう

【新潟県 八海醸造】

爽やかな香りとツルツルとした透明感のある口当たり。

米と水にこだわった杜氏たちの傑作。

半合 …………………… ¥700
一合 ………………… ¥1,300

hakkaisan junmai ginjou

おすすめ

醸し人九平次  EAU DU DESIR
山田錦  純米大吟醸  日本酒度 ±0  酸度 1.7

かも          びとくへいじ　     

【愛知県 萬乗醸造】
南国の果実を思わせる吟醸香。口に含むと山田錦の旨みがたっぷり

と広がるまろやかな甘さ、バランスのとれた旨口のお酒です。パリ

の三つ星でも採用。
半合 …………………… ¥800
一合 ………………… ¥1,500

 kamoshibito kuheiji
EAU DU DESIR

黒松剣菱
酒造好適米  本醸造   日本酒度 ±0  酸度 1.7

くろまつけんびし

【兵庫県 剣菱酒造】
口に含んだ瞬間に濃厚な香りがふくらむ、米の豊潤な味わいを引き出

した逸品。存在感のある旨みは、酸味や辛みと、鮮やかなキレが特徴。

半合 …………………… ¥450
一合 …………………… ¥800

 kuromatsu kenbishi

玉川 自然仕込 山廃
北錦  純米  日本酒度 +1  酸度 ̶

たまがわ        しぜんじこみ       やまはい

【京都府 木下酒造】
蔵に住み着いている微生物の力のみで造った自然仕込山廃純米酒で

す。豊富な酸とアミノ酸の熟成した濃厚な味わいをお楽しみください。

半合 …………………… ¥650
一合 ………………… ¥1,200

 tamagawa shizenjikomi yamahai

紀土 KID
五百万石  一般米  純米  日本酒度＋3  酸度 1.4

キッド

【和歌山県 平和酒造】
全体的に爽やかな印象ながら、お米の旨味が心地よい余韻とともに

感じられるお酒です。冷や、燗オールマイティーに楽しめます。

半合 …………………… ¥450
一合 …………………… ¥800

kiddo

表記は税抜価格です

日本酒度　…値が高いほど辛口
　　　　　…値が低いほど甘口
　酸度　　…値が高いほど芳醇な味わい
　　　　　…値が低いほど淡麗な味わい

豪快
五百万石 /一般米  本醸造  日本酒度 +4  酸度 1.3【京都府 宝酒造】

凛としてすっきりとしたのどごし。

お燗をつけた時に燗映えする豪快で男性的な辛口清酒。

半合 …………………… ¥450
一合 …………………… ¥800

goukai

ごうかい

滋賀県産米  特別純米  日本酒度 +３  酸度 1.4
笑四季 センセーション白ラベル
 えみしき

【滋賀県 笑四季酒造】
新進気鋭の酒造。かすかなメロン、バナナ、穏やかな吟醸香が、

食欲に訴えかけてきます。酸が少ないので全体にしっとりした甘み、

口当たり。

半合 …………………… ¥450
一合 …………………… ¥800

emishiki sensation label

磯自慢 特別純米酒 
山田錦  特別純米  日本酒度 ±0  酸度 1.5

いそじまん

【静岡県 磯自慢酒造】
瑞々しい印象を持ち、飲んで幸せな気分に浸れる焼津の銘酒です。

吟醸香が漂う奥深い香りやまろやかな味わいはさすが！

半合 …………………… ¥700
一合 ………………… ¥1,300

 isojiman 
tokubetsu jyunmaisyu

とくべつじゅんまいしゅ

川鶴 大辛口 無濾過
山田錦/オオセト  本醸造 日本酒度 +10  酸度 1.4

かわつる　 おおからくち　　  むろか

【香川県 川鶴酒造】
ただ辛口だけではない、含み香、旨味、キレを、追求して仕上げた一本。

食中酒として楽しめる大辛口です。

半合 …………………… ¥550
一合 ………………… ¥1,000

kawatsuru
okarakuti muroka

かたのさくら　　やまはいじこみ　　　むろかなまげんしゅ

片野桜 山廃仕込 無濾過生原酒
山田錦  純米  日本酒度＋4  酸度 2.1【大阪府 山野酒造】

バナナやナッツ、キノコを思わせるリッチな香り。山廃仕込特有の深いコク

と程よい酸味、ふくらみのある味わい。酒通におすすめです。

半合 …………………… ¥700
一合 ………………… ¥1,300

katanosakura
yamahai jikomi

muroka namagensyu 三谷藤夫 山廃純米
五百万石 純米  日本酒度 +2  酸度 1.5

みたにふじお　　　やまはいじゅんまい

【兵庫県 白壁蔵】
酒造好適米「五百万石」を 100％使用し、山廃酒母で仕込んだ純米酒。

純米酒らしい豊かな風味を保ちつつ芳醇でキレのある酒質です。

半合 …………………… ¥550
一合 ………………… ¥1,000

mitanifujio
yamaha jyunmai

美丈夫 タマラベル
松山三井  純米吟醸  日本酒度 ＋4  酸度 1.4

びじょうぶ

【高知県 濱川商店】
ほのかな吟醸香、スッと入る飲み口とは裏腹に膨らみも十分。

爽やかな柑橘系の酸味も快適で、食中純米吟醸酒に仕上がっています。

半合 …………………… ¥650
一合 ………………… ¥1,200

bijoubu tamaraberu 庭のうぐいす　純米吟醸　
山田錦/夢一献  純米吟醸  日本酒度 +3  酸度 1.5

にわ　　　　　　　　　　　     じゅんまいぎんじょう

【福岡県 山口酒造場】
シャープでドライな味わい。フレッシュで軽い口あたりながら、味

わい深く「おかわりしたくなる酒」という蔵が追求する究極の風味。 

半合 …………………… ¥600
一合 ………………… ¥1,000

niwano uguisu
junmai ginjyou

おすすめ

おすすめ

お好みで冷、燗お申し付けくださいませ



おすすめ

山ねこ
芋焼酎 25 度

やま

【宮崎県 尾鈴山蒸留所】
九州 108 号（ジョイホワイト）という芋の品種が原料。
まろやかな中にもキレがあり、後味もスッキリ。

………………………… ¥650

yamaneko

おすすめ

芋焼酎 25 度

蘭亭
らんてい

【鹿児島県 黄金酒造】
従来の乾燥芋チップを使わず、その年に採れた新鮮な芋をそのまま
蒸煮した、オーソドックスな製法で造られた全芋焼酎です。

………………………… ¥650

rantei

芋焼酎 25 度
一刻者
 いっこもん

【鹿児島県 小牧醸造】
芋の味と香りを活かすために芋と芋麹のみで仕込んだ芋 100％。
深みのあるとろりとした飲み口です。

………………………… ¥550

ikkomon

芋焼酎 25 度

やきいも黒瀬
くろせ

【秋田県 阿櫻酒造】
焼き芋のやさしい甘い香りが口中に広がる、
女性にもおすすめの芳醇な味わいです。

………………………… ¥600

yakiimo kurose

芋焼酎
shochu ( spirit distilled from potatoes)

麦焼酎
shochu ( spirit distilled from barley)

おすすめ

芋焼酎 25 度
㐂六
 きろく

【宮崎県 黒木酒造】
有機農法で育てた「黄金千貫」を黒麹にて仕込み、長期熟成してか
ら出荷される王道の１本。やさしい甘み、口あたりなめらか。

kiroku

………………………… ¥650
720ml………………… ¥2,800ボトル

芋焼酎 25 度
富乃宝山
  とみのほうざん

【鹿児島県 西酒造】
黄麹仕込み。「黄金千貫」を丹念に磨き、低温管理で丁寧に仕込み
ました。柑橘系の爽やかな香りとキレのいい口当たりの定番人気。

  tominohouzan

………………………… ¥700
720ml………………… ¥3,400ボトル

やき麦 黒麹
麦焼酎 25 度

 くろこうじ

【大分県 老松酒造】
原料に大麦、裸麦を使用した麦の香ばしい薫り、豊かな味わい、
心地良い後味を追求した“薫味仕込”の麦焼酎。………………………… ¥550

 yakimugi kurokouji

………………………… ¥500

黄麹仕込 入道
麦焼酎 25 度【福岡県 目野酒造】

豊かな麦の香りと味わいを感じさせる、黄麹で造られた芳醇な旨味の
麦焼酎。

 kikoujijikomi nyuudou
 きこうじじこみ  　にゅうどう

麦焼酎 25 度
知心剣

【大分県 藤居酒造】
国産二条大麦 100%。麦本来の甘み、香ばしさがスッキリと飲みや
すい黒麹仕込みの麦焼酎。

shirashinken
しらしんけん

………………………… ¥500
720ml………………… ¥2,600ボトル

中々
麦焼酎 25 度【宮崎県 黒木本店】

九州産の二条大麦ニシノホシを使用し、軽快な香りとスムーズな味
わいを実現した麦焼酎界のスーパースター。飲み方を選ばないスタ
ンダード。 

………………………… ¥600
720ml………………… ¥2,800

  nakanaka
なかなか

ボトル

表記は税抜価格です

大和桜
芋焼酎 25 度

やまとざくら

【山口県 村重酒造】
手作業で米を洗い、昔ながらの仕込みで手造り麹で造る、
徹底的にこだわった芋焼酎。芳醇でコクのある、奥深い逸品です。

………………………… ¥600

yamatozakura

  せきとばおすすめ

赤兎馬
芋焼酎 25 度【鹿児島県 濱田酒造】

麹を含め全て鹿児島産「黄金千貫」を使用。
フルーティーでトロピカルな味わい。甘みも爽やかな後味です。

………………………… ¥650

sekitoba

芋焼酎 25 度

………………………… ¥650

seikouudoku晴耕雨読
せいこううどく

【鹿児島県 佐多宗二商店】
白麹の芋焼酎ですが、米焼酎を少しブレンドして、
芋の風味が強すぎない仕上がりに。どんな料理とも好相性。

黒霧島
芋焼酎 25 度

 くろきりしま

【宮崎県 霧島酒造 】
黒麹で仕込んだとろりとした甘みと、
キリッとしたキレが特徴の定番芋焼酎。

………………………… ¥500
720ml………………… ¥2,600

 kurokirishima

ボトル



おすすめ

米焼酎
kome shochu ( spirit distilled from rice )

吟香鳥飼 
米焼酎 25 度

ぎんこうとりかい

【熊本県 鳥飼酒造場】
フルーティーで華やかな香り、口中で豊かな含み香として広がり、
ほのかに米の甘味を感じさせる上品で柔らかな味わい。

………………………… ¥700

ginkoutorikai 

白鯨
米焼酎 25 度

 はくげい

【熊本県 薩摩酒造】
米 100％の原酒を熟成貯蔵させた、スッキリとした純米焼酎。
やわらかな口当たり。 

………………………… ¥600

hakugei

カリー春雨
泡盛 30 度

  かりーはるさめ

【沖縄県 宮里酒造】

カリー ( 嘉例 ) とは沖縄でお祝い事などに使われる方言。バニラのよ
うな甘い香りが次第に出てくる複雑で濃厚な香りと、凝縮された深み。

………………………… ¥600

kari harusame

瑞泉 古酒 青龍
泡盛 43 度

ずいせん      こしゅ    せいりゅう

【沖縄県 瑞泉酒造】
瑞泉が誇る本格カメ貯蔵による熟成古酒です。カメ熟成ならではの
芳香な香り、深いコク。舌をころがるようなまろやかな味わい。 

………………………… ¥550

 zuisen koshu

残波 ホワイト
泡盛 25 度【沖縄県 比嘉酒造】

「ザンシロ」の愛称で広く親しまれる泡盛。フルーティーな香りと
爽快な飲み口、透明感のある癖のない澄み切った味わいが特徴。

………………………… ¥500

 zanpa white

 ざんぱ

泡盛 
awamori ( spirit distilled from sugar )

  

鍛高譚
しそ焼酎 25 度

たんたかたん

【北海道 合同清酒】
北海道の白糠町特産のしそを使用した焼酎。
しその爽やかな風味が実感できます。

………………………… ¥500

tantakatan

おすすめ

れんと
黒糖焼酎 25 度【鹿児島県 奄美大島開運酒造】

クラシックを焼酎に聞かせる音響熟成といわれる独自の製法で造られ
ています。まろやかな味わいは女性におすすめしたい黒糖焼酎です。

………………………… ¥500

  rento

黒糖焼酎 25 度
喜界島
 きかいじま

【鹿児島県 喜界島酒造】
樫樽で長期間寝かせた旨味、香り高い黒糖焼酎です。
芳醇さとまろやかさの絶妙なバランス感。

………………………… ¥600

kikaijima

黒糖焼酎 25 度
朝日
あさひ

【鹿児島県 朝日酒造】
柔かな口当たりに中に、ほのかな甘味とコクを感じさせる幅のある味
わい、軽やかな喉ごしとキレの良い爽やかな後味も抜群。

………………………… ¥650

asahi

黒糖焼酎
kokuto shochu ( spirit distilled from brown sugar )

変わり種焼酎
shochu

紅乙女
ごま焼酎 25 度

べにおとめ

【福岡県 紅乙女酒造】
長期貯蔵酒。
芳醇な胡麻の香りを強く感じられる、コクのある味わい。

………………………… ¥500

beniotome

十割
蕎焼酎 25 度【京都府 宝酒造】

そば原料を 100％用いているため、そば本来の爽やかな香りと、ほの
かな甘みのある味わい。

………………………… ¥500

towari

とわり

表記は税抜価格です

栗焼酎 25 度
ダバダ火振
   だばだひぶり

【高知県 無手無冠】
栗を 50％も使用し栗の香りを封じ込めるよう低温でゆっくり蒸留し
た栗焼酎。やわらかな栗の香りと、まろやかな甘み。

………………………… ¥550

dabadahiburi

おすすめ



表記は税抜価格です

桃のくちどけ 
アルコール 12 度

もも

【京都府 宝酒造】

山梨産白桃果汁をたっぷり配合したお酒。白桃の食感をイメージし

た、とろりん仕立ての柔らかなくちどけです。

………………………… ¥500

momono kuchidoke

あらごしみかん
アルコール 7 度【高知県 菊水酒造】

温州みかんのみずみずしい果肉たっぷり。

口の中でつぶつぶが踊る食感もお楽しみください。 

………………………… ¥600

aragoshimikan

白いライチ
アルコール 6 度

しろ

【広島県 中国醸造】
ミルク系リキュールでありながら、溢れんばかりの果汁感。

かの楊貴妃も台湾から運ばせていたという台湾産を使用。

………………………… ¥600

shiroi raichi

果実酒
fruit liquor

梅酒
plum liquor

白い梅酒
アルコール 8 度【福岡県 井上合名会社】

本酒で作った梅酒と乳酸菌のコラボレーション。 

新感覚だけど、どこか懐かしい味わい。

………………………… ¥550

   shiroi umesyu

しろ      うめしゅ

子宝 ゆず
こだから

【山形県 楯の川酒造】
栃木の名産として全国にも知られる高級柚子を使用して造られた柚

子酒。厳選された柚子の香りが広がります。

………………………… ¥600

アルコール 8 度
kodakara yuzuとろとろの梅 あのよろし

アルコール 14 度【奈良県 八木酒造】
奈良県西吉野産の完熟梅果肉をたっぷりと贅沢に使った梅酒。

口に含むと、そのとろっとろの芳醇な甘みの虜に。

………………………… ¥650

torotoroumeno anoyoroshi
うめ

アルコール 10 度【静岡県 永昌源】
貴重な国内産のあんずを 100％使用。

フルーティーで甘酸っぱい、優しい味わいです。
………………………… ¥500

   nigori shinruchu

　　　　　 しんるちゅう

にごり杏露酒
ほうじゅくうめしゅ

アルコール 12 度
芳熟梅酒

【京都府 宝酒造】
国産手摘み青梅 100%。

あんず酒とはちみつをブレンドしたやさしい甘み。

………………………… ¥500

houjyukumesyu

おすすめ

おすすめ

おすすめ

鶴梅 すっぱい梅酒  
アルコール 11 度【和歌山県 平和酒造】

通常の３～４倍の梅を使用して、梅の酸味を活かした素材感のある

上品な梅酒です。

………………………… ¥550

tsuruume suppaiumesyu

つるうめ    　　　　　        　うめしゅ

紀州のゆず梅酒
アルコール 12 度

きしゅう　　　　         うめしゅ

【和歌山県 中野 BC】

徳島のゆず果汁和歌山の「南高梅」を新鮮なうちに漬け込んだ贅沢

な味わい。

………………………… ¥500

kisyuunoyuzuumesyu

ロック・水割り・ソーダ割り (+¥50)、ウーロン茶・オレンジジュース
などお好みでどうぞ。

ワイン
wine

白ワイン ……………………… Glass¥500 Bottle¥2,500-

赤ワイン ……………………… Glass¥500 Bottle¥2,500-

スパークリングワイン ……………………Bottle¥2,500-

カシス /ピーチリキュール
cassis/peach liqueur

カシス ……………………………………………………¥500

ピーチリキュール ……………………………………¥500



おすすめ

表記は税抜価格です

ジンジャーサワー ………………………………¥500

特製のジンジャーシロップを使ったサワー。

黒酢とハチミツのサワー ……………………¥550
さっぱりとした黒酢とハチミツのサワー。

高知県産ゆずサワー ……………………………¥550
有機農法で丁寧に育てられたゆず 100％。ハチミツ入のゆず茶をサワーに。

グレープフルーツサワー ……………………¥500
定番の爽やかなグレープフルーツサワー

サワー 
sour

烏龍ハイ ………………………………………………¥500

食事にも合わせやすい定番のウーロンハイ。

オールフリー（ノンアルコールビール）……………¥400

麦酒
beer

ノンアルコール
non alcoholic

ジンジャーソーダ ………………………………¥400

特製のジンジャーシロップをソーダで割ったノンアルコールカクテル。

はちみつ黒酢ソーダ ……………………………¥400

さっぱりとした黒酢とはちみつの甘みが相性抜群。

高知県産ゆずソーダ ……………………………¥500
有機農法で丁寧に育てられたゆず 100％、

はちみつ入のゆず茶をソーダで割ってさっぱりと仕上げました。

オレンジジュース ………………………………¥350

烏龍茶 …………………………………………………¥350

グレープフルーツジュース …………………¥350

サケ モヒート………………………………………¥700
ラムの代わりに、辛口の日本酒をベースに作ったモヒート。

フレッシュミントと、すだちが爽やか。

吟醸ハイボール ……………………………………¥600
ウィスキーの代わりに日本酒を使ったハイボール。

レモンの酸味がアクセント。

サムライロック ……………………………………¥600

日本酒にすだちを加えた、ロックスタイルのカクテル。

カクテル
cocktail

ウィスキー
whisky

超炭酸 角ハイボール ………………………………¥450

特別な高ガス圧の専用サーバーでしかできない、

しっかり強い炭酸で入れた、爽快感抜群のハイボール！

超炭酸 角ハイボール (濃いめ ) …………………¥500

濃い目がうれしい超炭酸のハイボールです。呑兵衛におすすめです。

超炭酸 角ハイボール (ゆず ) ……………………¥500

ゆずの砂糖漬けを加えた、ゆず香るハイボール。

響 ………………………………………… ( シングル ) ¥700

　 ………………………………………… ( ダブル ) ¥1,300
日本の誇るブレンディットウィスキー「響」。華やかな香り。

超炭酸 響プレミアムハイボール   ( グラス ) ¥700
日本の誇るブレンディットウィスキー「響」の超炭酸ハイボール。

角瓶……………………………………… ( シングル ) ¥500

　    ………………………………………… ( ダブル ) ¥900
1937 年誕生した四角いボトルのウィスキー。

キーモルトの山崎バーボン樽原酒とグレーン由来の、甘い香り、

厚みのあるまろやかなコクが特長です。

山崎……………………………………… ( シングル ) ¥700

　    ……………………………………… ( ダブル ) ¥1,300
名水百選「離宮の水」と、山崎の豊かな自然で育まれた、日本を代

表するウィスキー。やわらか華やかな香り、甘くなめらかな味わい。

おすすめ

おすすめ

金魚………………………………………………………¥600
大葉、唐辛子、焼酎。赤い唐辛子を金魚に見たてて。

アカ………………………………………………………¥600
京都で昔から愛飲されている、赤玉、焼酎をソーダで割ったカクテル。

おすすめ

上質の香りと苦味。ワンランク上のスーパープレミアムクラスのビール。

プレミアムモルツマスターズドリーム　　¥490 

熱燗モヒート ………………………………………¥700
熱燗にたっぷりのミントでリラックス効果のある爽やかな香りに。

プレミアムモルツ ……………………… （中瓶） ¥590

はちみつレモンソーダ…………………………¥400

レモンの酸味とはちみつの甘さがベストマッチ。

はちみつレモンサワー…………………………¥550
甘酸っぱさがクセになるサワー。


