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■メガジムビーム
ハイボール 670円

いつもの容量約2倍！

■ジムビームハイボール 450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 470円

■ジムビームジンジャー 470円

※表示価格は全て税抜き価格です。



※表示価格は全て税抜き価格です。

■角ハイボール 460円

愛され続けるおいしさ。
飲み飽きない、爽快な味。

■角ハイコーラ 480円

■角ハイジンジャー
480円

《九州果実ハイボール》

■宮崎みつばちみかんハイボール 各468円

■宮崎日向夏ハイボール

■熊本デコポンハイボール

■熊本甘夏ハイボール

■博多イチジクハイボール

■大分かぼすハイボール

■メーカーズ
クラフトハイボール

590円

華やかに香る。やわらかな味がする。
今日は、ちょっといいハイボール。

■純ハイボール 439円

■純ハイレモン 468円

■デュワーズハイボール
478円

ロック・水割・お湯割からお選びください。

■ウイスキー シングル 478円

■ウイスキー ダブル 678円

※表示価格は全て税抜き価格です。
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■しょっぱい梅サワー
450円

梅干しまるごと使用した
すっきり甘くないキレ味！

■こだわり酒場のレモンサワー
各450円

■グレープフルーツサワー

■男梅サワー

■巨峰サワー

■パンチ
レモンサワー

450円

■すっパ甘いピンク
グレープフルーツサワー

■カルピスサワー

■優しいりんご酢サワー

■コラーゲン入りゆずサワー 各469円

■コラーゲン入りキウイサワー

■元気みなぎる系 バリキングサワー

■北海道メロンサワー

■金黒タンサン
470円

■ウーロンハイ 450円

■緑茶ハイ 450円

《九州果実サワー》

■宮崎みつばちみかんサワー
各469円■宮崎日向夏サワー

■熊本デコポンサワー

■熊本甘夏サワー

■博多イチジクサワー

■大分かぼすサワー

■グラスワイン（赤・白）

各429円

《ワインサワー》

■赤玉パンチ 429円

100年続く、
ニッポンのワインサワー！

■赤玉オレンジ439円
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■ライムサワー
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新ジャンル「フレーバー焼酎」※

果実の

香り アルコール

16%度数

※焼酎ベースのリキュールです。

akeS
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※焼酎ベースのリキュールです。

ロック・水割・お湯割・ソーダ割からお選びください。

■ふんわり鏡月アセロラ 450円

■ふんわり鏡月ゆず 450円

鏡月ウーロン
各450円

上質なコクとキレ。
ロックがオススメ！

鏡月ジャスミン

上質で爽やかな香り。
ロックがオススメ！

■甲類焼酎

（シングル） 420円

（ダブル） 520円

《麦》

■和ら麦 499円

■知心剣 589円

《芋》

黒丸 589円

薩摩の名門濱田酒造が
生み出したまろやかなコク。

■からり芋 539円

■一刻者 519円

■一刻者・赤 519円

《紫蘇》

■鍛高譚 459円

※燗・冷からお選びください。

■松竹梅 豪快 1合499円

2合849円

■松竹梅 豪快 にごり 1合599円

2合949円

■白壁蔵 生酛純米 1合699円

2合1,289円

■玉乃光 純米吟醸 1合699円

2合1,289円

■大雪乃蔵 辛々麗 1合699円

2合1,289円

■豪快 山田錦 1合699円

2合1,289円

■松竹梅 白壁蔵 澪 569円

■松竹梅 白壁蔵
澪ブリュット 569円

■大隅 519円



※表示価格は全て税抜き価格です。

■サッポロ クラシック 499円

《ビアカクテル》

■シャンディガフ 469円

《ノンアルコールビールテイスト飲料》

サッポロ
プレミアムアルコールフリー 399円

■バカルディ モヒート 479円

■巨峰モヒート 各489円

■ピンクグレープフルーツモヒート

■ゆずモヒート

■カシスソーダ 各469円

■カシスオレンジ

■カシスグレープフルーツ

■カシスアップル

■カシスヨーグルト 479円

■カシスウーロン

■ピーチソーダ

■ファジーネーブル

■ピーチグレープフルーツ

■ピーチアップル

■クーニャン

■ピーチヨーグルト 479円

■カンパリソーダ 469円

■カンパリオレンジ 469円

■カルーアミルク 479円

ロック・水割・お湯割・ソーダ割からお選びください。

■山崎蒸溜所貯蔵
焙煎樽仕込梅酒 569円
コク、華やか。ウイスキー樽熟成。

■和三盆梅酒 各569円

■天空の月

■沖縄パイン 569円

■国盛みかんのお酒

■静岡恋する白いちご 569円

■澄みわたる白桃酒

■ウメカク グレープフルーツ

■宮崎マンゴーのお酒 569円

■ウメカク モモ

■京都宇治抹茶

■出雲シャインマスカット

■梅酒 各549円■杏子酒

その梅酒、山崎から。

※表示価格は全て税抜き価格です。
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あまーいイチゴミルク 各469円

甘くてさっぱりイチゴヨーグルト

さわやかスカッシュ

北海道メロンミルク

北海道メロンヨーグルト

北海道メロンソーダ 320円

パンチレモンソーダ 各439円

柚子＆KIWIソーダ

素敵なりんご酢ソーダ

■ウーロン茶 各210円

■緑茶

■コカコーラ

■ジンジャーエール

■山ぶどうソーダ

■ファンタメロン

■カルピスソーダ

■オレンジジュース

■グレープフルーツジュース

■アップルジュース

■カルピスウォーター

■アイスティー

■飲むヨーグルト

《ホットコーヒー・エスプレッソテイスト》

■エスプレッソ 各210円

■マイルドエスプレッソ

■アメリカーノ

■カフェラテ

■カフェコンパンナ

■カプチーノ

■カフェマキアート

■クリーミーカフェラテ
《アイスコーヒー・エスプレッソテイスト》

■ほろ苦アイスコーヒー 各210円

■アイスラテ

■アイスクリーミーラテ

■アイスカプチーノ

《ホットコーヒー・ドリップテイスト》

■コーヒー 各210円

■アメリカン

■カフェウインナー

■カフェオレ

■クリーミーカフェオレ

《アイスコーヒー・ドリップテイスト》

■アイスモカ 各210円

■アイスクリーミーカフェオレ

■アイスカフェオレ

■アイスウインナー

《ココア・オレ・スープ》

■カカオリッチココア（ホット・アイス）

■抹茶ココア（ホット・アイス）

■ココアキャラメルオレ（ホット・アイス）

■ココアいちごオレ（ホット・アイス）

■抹茶いちごオレ（ホット・アイス）

■抹茶キャラメルオレ（ホット・アイス）

■キャラメルマキアート（ホット・アイス）

■いちごキャラメルオレ（ホット・アイス）

■あったかコーンポタージュ

on-alcohol cocktailN

oft drinkS

各210円



※表示価格は全て税抜き価格です。




