Drink Menu

ドリンクメニュー

ビール Beer

ジャパニーズジン

サワー Sour

Japanese gin

ほのかに、和、香る。

キリン一番搾り〈生〉
グラス
280 円（税込308円）
中ジョッキ 500 円（税込550円）

翠ジンソーダ

ジン Gin
【肉専用サワー ジントニ】
たっぷり生レモンと黒胡椒が肉に合う！

【瓶ビール】

キリンラガー
アサヒスーパードライ
各 520 円（税込572円）

ジントニ
氷結無糖レモンサワー
390 円（税込429円）

【ノンアルコール・ビールテイスト飲料】

生レモンサワー

キリン零ICHI〈ゼロイチ〉小瓶
380 円（税込418円）

ハイボール High ball
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

ホワイトホースコーラ
ホワイトホースジンジャー
各 420 円（税込462円）
※ウイスキー濃いめ
（ダブル）
は＋150円（税込165円）

420 円（税込462円）

角ハイコーラ
角ハイジンジャー

各 450 円（税込495円）

メガ角ハイボール

780 円（税込858円）

陸ハイボール
500 円（税込550円）

富士御殿場蒸溜所 Alc50%

※ウイスキー濃いめ
（ダブル）
は＋150円（税込165円）

450 円（税込495円）

グレープフルーツサワー
巨峰サワー
カルピスサワー
ウーロンハイ
午後の紅茶おいしい無糖ハイ
各390 円（税込429円）

梅酒 Plum Wine
※ロック・水割・ソーダ割から
お選びください。

梅酒
うまさ濃い口

ホワイトホースハイボール
390 円（税込429円）

390 円（税込429円）

390 円（税込429円）

果実酒 Fruits Wine
漬け込みサワー（杏・ライチ・青りんご）
各390 円（税込429円）

650 円（税込715円）

マッコリ Makgeolli
マッコリ（ビン）3 7 5 m l 780 円（税込858円）

ワイン Wine
【ハウスワイン】

（赤・白）
グラスワイン

各380 円（税込418円）

【ボトルワイン】
アメリカ

リオーネ・デル・ファルコ（赤）
1,980 円（税込2,178円）
アメリカ

リオーネ・デル・ファルコ（白）
1,980 円（税込2,178円）
アメリカ

ロバートモンダヴィ・カベルネ（赤）
3,800 円（税込4,180円）
スペイン

ヴォルベール（赤） 5,000 円（税込5,500円）
イタリア

バルビソプラーニ・バローロ（赤）
9,000 円（税込9,900円）
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群馬の焼酎 Gunma Shochu

日本酒 Sake
日本酒（熱燗・常温）

一合 各 450 円（税込495円）

二合 各 800 円（税込880円）

麦の国（麦）

【群馬を味わう地酒・冷酒】

グラス
ボトル720ml

群馬県内各地の地酒を取り揃えました。

利根郡

たにがわだけ

「谷川岳」

超辛純米

純米酒の限界まで辛口を追究しきりっとした味わいは
幅広い層に人気のお酒です。

高崎市

680 円（税込 748円）
〈四合瓶〉 2,580 円（税込2,838円）
〈一合〉

おおさかずき

「大盃」

特別純米

※ロック・水割・お湯割から
お選びください。

〈一合〉

米の旨みとキレの良さを併せ持ったやや辛口の純米酒。
〈四合瓶〉
酸味とキレの独特な味わい。

680 円（税込 748円）
2,580 円（税込2,838円）

グラス
ボトル720ml

580 円（税込 638円）
2,980 円（税込3,278円）

580 円（税込 638円）
2,980 円（税込3,278円）

「赤城山」（あぐりラベル）

純米吟醸

低温長期もろみにしてドライに仕上げてあり、
コクとキレを備えた香りで華やかなお酒です。

880 円（税込 968円）
〈四合瓶〉 3,380 円（税込3,718円）
〈一合〉

20 円（税込22円）

カットレモン 1個
ボトル用氷、水、お湯
ウーロンボトル

あかぎやま

無料

350 円（税込385円）
500 円（税込550円）

ジンロ Jinro
※ロック・水割・お湯割からお選びください。

北群馬郡

純米吟醸 「船尾瀧」

華やかな香りとすっきり淡麗な味わいの米の旨みを
活かしたお酒です。

沼田市
純米酒

ジンロ

ふなおだき

880 円（税込 968円）
〈四合瓶〉 3,380 円（税込3,718円）
〈一合〉

「左大臣」

〈一合〉

県産酒蔵好適米を長期低温発酵させ、
濃醇で深みとコクがありほど良い甘さがあるお酒です。 〈四合瓶〉

880 円（税込 968円）
3,380 円（税込3,718円）

モクバル 250ml瓶
「オレンジ＆マンゴーmix」
「洋なし＆パインmix」
各580 円（税込638円）

980 円（税込1,078円）
ボトル700ml 1,800 円（税込1,980円）

ノンアル梅酒

380 円（税込418円）

ソフトドリンク Soft Drink
ウーロン茶（ホット・アイス）
コカコーラ
ジンジャーエール
メロンソーダ
カルピス
カルピスソーダ
午後の紅茶おいしい無糖

ボトル375ml

紹興酒 Shaoxing wine

さだいじん

7種のフルーツ＆スパイスで贅沢に仕上げた、
ワインならではの余韻が楽しめる
ノンアルコールサングリア。

【ノンアルコール・梅酒テイスト飲料】

炭酸水
みどり市

Non-Alcoholic

【ノンアルコールサングリア】

司 長期かめ貯蔵（麦）
グラス
580 円（税込 638円）
ボトル720ml 2,980 円（税込3,278円）
赤城の恵（芋）

ノンアルコール

ドラゴンハイボール

（古越龍山善醸仕込み＋ソーダ）

400 円（税込440円）

各250 円（税込275円）

ジョッキ 各380 円（税込418円）

オレンジジュース
コーラフロート
クリームソーダ
オレンジフロート

280 円（税込308円）
350 円（税込385円）
350 円（税込385円）
380 円（税込418円）
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