グッとうまい！爽快なキレ！
Newスタンダードハイボール！

※このロゴは統制品に「群馬の水」が使用されていることを
表すものではありません。

生ビール
・神泡のザ・プレミアム・モルツ

・ジムビーム
ハイボール

グラス 299円(税込329円)
中
550円(税込605円)
大
850円(税込935円)

（シングル）
380円(税込 418円)
（ダブル）
680円(税込 748円)
（メガ）
730円(税込 803円)
（メガダブル） 1,030円(税込1,133円)

瓶ビール（中瓶）

・ザ・モルツ
・スーパードライ
各570円(税込627円)

愛され続けるおいしさ。
飲み飽きない、爽快な味。

・角ハイボール
（シングル）
420円(税込 462円)
（ダブル）
720円(税込 792円)
（メガ）
770円(税込 847円)
（メガダブル） 1,070円(税込1,177円)

（240mｌ）

（380mｌ）

（700mｌ）

・シャンディガフ
・レッドアイ

各580円(税込638円)

すい

・翠ソーダ

420円(税込462円)

和素材から生まれた日本のジン。
食事 に合う爽やかなソーダ割り。

・コーラハイボール ・ジンジャーハイボール 各520円
(税込572円)

プレミアムハイボール
洗練されたプレミアムハイボール。華やかに香る。やわらかな味がする。

・メーカーズクラフトハイボール

こだわり酒場のレモンサワー
（サワー・水割）
各380円(税込418円)
・デカレモンサワー
730円(税込803円)

580円(税込638円)

熟成感にあふれた味わいが特徴のプレミアム・スコッチ。

・バランタイン12年ハイボール

580円(税込638円)

・サントリー 知多 風香るハイボール 680円(税込748円)

・緑茶ハイ（ホット・アイス）
・ジムビーム

ダブル

しっかりレモンで甘くない！
酒とレモンの
バランスを追求した、
ど真ん中のレモンサワー！

・ライムサワー（サワー・水割） 各380円(税込418円)
・カルピスサワー ・ウーロンハイ（ホット・アイス）

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。

シングル

こだわり酒場とは、

ロック

ボトル

350円(税込385円) 650円

(税込715円)

650円

(税込715円)

2,500円(税込2,750円)

380円(税込418円) 680円

(税込748円)

680円

(税込748円)

2,800円(税込3,080円)

・バランタイン12年 550円(税込605円) 850円

(税込935円)

850円

(税込935円)

4,500円(税込4,950円)

(税込935円)

850円

(税込935円)

4,500円(税込4,950円)

・アイスティーハイ

各400円(税込440円)

・生レモンサワー（サワー・水割） 各450円 ・生グレープサワー（サワー・水割） 各460円
(税込495円)

(税込506円)

（40度／700ml）

・角瓶
（40度／700ml）

（40度／700ml）

・メーカーズマーク 550円(税込605円) 850円
（45度／700ml）

・サントリー 知多
（43度／700ml）

650円(税込715円) 950円(税込1,045円) 950円(税込1,045円) 9,000円(税込9,900円)

水割

サワー

・トマト
・シークワーサー
・グレープフルーツ
・白桃

各380円(税込418円)
・巨峰
・梅

・ジントニック
・モスコミュール
・カシスソーダ

各380円(税込418円)
・モヒート

・カシスオレンジ
・カシスウーロン

各400円(税込440円)

ロック

水割

お湯割

鏡月Green（甲類） 20度

（グラス） 350円(税込385円) （ボトル700ml）1,500円(税込1,650円)

じゅん

純（甲類） 20度
大隅（麦）25度

（グラス） 350円(税込385円) （ボトル720ml）1,500円(税込1,650円)

（グラス） 500円(税込550円) （ボトル900ml）2,500円(税込2,750円)

きっちょむ

吉四六（麦）25度

（グラス） 550円(税込605円) （ボトル720ml）3,000円(税込3,300円)

・日本酒 二合（燗・冷）
各650円(税込715円)

・澪 300ml
800円
(税込880円)

地酒一合（冷酒のみ）

・菊水辛口 ・赤城山 ・真澄
・上善如水（純米吟醸酒）
・立山
・久保田（千寿） ・八海山

各680円

・カルーアミルク
各400円
(税込440円)
・イチゴミルク
・グリーンバナナミルク
・抹茶ミルク

(税込748円)

各880円
(税込968円)

しらしんけん

知心剣（麦）25度
大隅（芋）25度

（グラス） 500円(税込550円) （ボトル720ml）2,500円(税込2,750円)

（グラス） 500円(税込550円) （ボトル900ml）2,500円(税込2,750円)

ノンアルコール
ビールテイスト飲料

・梅テイスト（サワー・水割・ロック）

（グラス） 500円(税込550円) （ボトル720ml）2,500円(税込2,750円)

・オールフリー
380円(税込418円)

・のんあるレモンサワーテイスト
380円(税込418円)
・のんある巨峰サワーテイスト
380円(税込418円)
・のんあるホワイトサワーテイスト
380円(税込418円)
・のんあるカシスオレンジテイスト 380円(税込418円)
・のんあるグレープフルーツテイスト 380円(税込418円)

くろきりしま

黒霧島（芋）25度
べにいっこ

紅一刻（芋）25度

（グラス） 550円(税込605円) （ボトル720ml）3,000円(税込3,300円)

黒丸（芋）25度

（グラス） 500円(税込550円) （ボトル720ml）2,500円(税込2,750円)

ボトルのお供

※氷、
お湯
無料

・ミネラル 500㏄
・ソーダ水 500㏄
・ウーロン茶 500㏄
・緑茶 500㏄
・アイスティー 500㏄

150円(税込165円)
200円(税込220円)
200円(税込220円)
200円(税込220円)
300円(税込330円)

・梅干し（6つ） 各300円(税込330円)
・カットレモン ・コンク（レモン・ライム）
・カットレモン 1/2

・ワインの休日（赤・白）

各380円(税込418円)

100年続く、ニッポンのワインサワー！

・赤玉パンチ
・赤玉オレンジ
・赤玉ジンジャー

380円(税込418円)
420円(税込462円)
420円(税込462円)

スパークリングワイン
天使のスパークリングワイン。

・アンジュエール ボトル

2,500円(税込2,750円)

380円(税込418円)

150円
(税込165円)

・カットグレープ 1/2

160円
(税込176円)

ウーロン茶
（ホット・アイス）

・グラス（赤・白）

各380円(税込418円)

メロンソーダ
ジンジャーエール
オレンジジュース
・アイスコーヒー
・ホットコーヒー

（小） 各150円(税込165円)
（中） 各200円(税込220円)
（大） 各300円(税込330円)
コーラ

ファミリーサービス
印が付いているもの、
ご家族でお越しのお子様
（中学生以下）に
（小）1杯無料サービス致します。

カルピス

・トマトジュース
・アイスティー

各250円(税込275円)

・生グレープフルーツスカッシュ
320円(税込352円)
・果汁100%（オレンジ・ぶどう・りんご） 各280円(税込308円)

・生レモンスカッシュ
300円(税込330円)

イタリアワイン「タヴェルネッロ」からオーガニックワイン

・タヴェルネッロ オルガニコ ベッロ（赤）
・タヴェルネッロ オルガニコ ベッロ（白）
ボトル
各1,800円(税込1,980円)

・クリームソーダ
・コーヒーフロート

・コーラフロート

・オレンジフロート

各260円(税込286円)
380円(税込418円)

