
ドリンクメニュー

ウーロン茶
Oolong Tea

ALL¥200

さんぴん茶
Sanpin tea

うっちん茶
Turmeric tea

ジンジャーエール
Ginger Ale

ペプシコーラ
Pepsi Cola

レモンスカッシュ
Lemon Squash

クラブソーダ
club soda

カルピス
Calpis

カルピスソーダ
Calpis Soda

ALL¥250

アイスコーヒー
Iced Coffee

アイスティー
Iced Tea

100%オレンジ
100% orange juice

100%アップル
100% Apple

シークァーサー
Shikwasa

マンゴー
Mango

ALL¥500

グァバ
Guava

パッションフルーツ
Passion fruit

※表示価格は税抜き価格です。
Note: Prices do not include tax.

マンゴーハイ
Mango chu-hi

¥500

グァバハイ
Guava Sour

¥500

パッションフルーツハイ
Passion Fruit Chuhai

¥500

ウーロンハイ
Oolong tea Chuhai

¥390

こだわり酒場のレモンサワー
Select bar style lemon sour

¥390

塩レモンサワー
Salty lemon sour

¥430

トマトサワー
Tomato Sour

ALL¥390

しょっぱい梅サワー
Shoppai plum sour

グレフルサワー
Grapefruit sour

シークァーサーサワー
Shikwasa Sour

ソフトドリンク

レモンサワー

他、ボトルワイン・シャンパンなど
ご希望の方は、店員にお声がけ下さい。
Please ask our staff if you would like 
other drinks such as bottled wines or champagne.

ボトルワイン Bottled wine

ワイン

日本酒

酎ハイ

レモンサワー（濃いめ）
Lemon Sour (Dark)

¥430

一合
180ml

¥390

二合
360ml

¥780

冷酒
Cold Sake

¥800

サワー

ボトルワイン
Bottled wine

¥3,600～

グラスワイン（赤）
当店オススメがございますので
お気軽にスタッフにお声がけください。
Glass Wine (Red) 
Please feel free to ask our staff as we have recommendations.

グラスワイン Glass of wine



ビール

ザ・プレミアム・モルツ
〈香る〉エール
The Premium Malt's 
〈Kaoru〉Ale

お得ジョッキ（500ml）
Good-deal mug (500 ml) ¥650

ジョッキ
Mug

¥550

グラス
Glass

¥400

ピッチャー
Pitcher

¥2,000

オリオンビール（中瓶）
Orion Beer (Middle-Sized Bottle)

¥637

石垣島地ビール（300ml瓶）
Ishigakijima Craft Beer (300ml Bottle)

¥691

ビール系飲料 Beer-inspired Beverages

金麦〈樽詰〉
Kinmugi〈Taruzume〉

ジョッキ
Mug

¥364

ピッチャー
Pitcher

¥1,600

ノンアルコールビールテイスト飲料
Non-alcohol Beer Taste

オールフリー
ALL-FREE

¥400

角ハイボール
Kaku Highball

¥500

愛され続けるおいしさ。
A classic taste loved by generations. 

角ハイコーラ
Kaku Highball Cola

¥591

角ハイジンジャー
Kaku Highball Ginger

¥591

ジムビームハイボール
Jim Beam Highball

¥390

グッとうまい！爽快なキレ！
Newスタンダードハイボール！
Powerfully delicious with a refreshing finish! 
It's a new standard highball!

メーカーズクラフト
ハイボール
Maker's Craft Highball

¥580

はなやかに香る。やわらかな味がする。
いいことあったら、クラフトウイスキー。
Gorgeous fragrance. Mild flavors. 
Choose craft whisky when you have a good day.

泡盛ベース Awamori base

石垣島請福 梅酒
Ishigakijima Seifuku Plum Liqueur

石垣島泡盛と南高梅を使用。黒糖仕上げでさっぱりした甘さに。
Made using Ishigakijima awamori and nanko plum, 
Black sugar is used to create a refreshing sweetness.

石垣島請福 ゆず酒
Ishigakijima Seifuku Yuzu Liqueur

国産ゆずと県産シークァーサーを絶妙にブレンド。
爽やかな酸味でめちゃ飲みやすい。
A perfect blend of yuzu from Japan and shikwasa from Okinawa. 
The refreshing acidity makes it extremely easy to drink it.

グラス Glass ALL¥680

一合カラカラ
1 Cup Karakara

ALL¥1,200

プレミアムハイボール
Premium Highball

請福 ビンテージ
Seifuku Vintage

¥746 ¥1,300 ¥4,380

3年貯蔵熟成古酒。100％古酒人気銘柄。
An aged kusu stored for 3 years. 100% kusu. A popular brand.

（alc.30％）

八重泉 樽貯蔵
Yaesen Barrel Storage

¥820 ¥1,500 ¥5,000

樽仕込みの泡盛。ブランデーのような風味。
Awamori brewed in a barrel. Flavors like brandy.

（alc.43％）

黒真珠
Kuroshinju

¥746 ¥1,300 ¥4,200

日本酒好きにおすすめ。まろやかな飲み口。
Recommended for people who like sake. Mild flavors.

（alc.43％）

おもとゴールド
6年貯蔵
Omoto Gold 6 Years Storage

¥1,164 ¥2,000 ¥5,700

香り高くほのかな甘みを楽しめる。
You can enjoy the fragrance with a hint of sweetness.

（alc.43％）

Donan
どなんグリーン
Donan Green

¥682 ¥1,200 ¥3,800

伝統製法による、まろやかで甘い味わい。
Mild and sweet flavors created by the traditional brewing methods.

（alc.30％）

グラス
Glass

一合カラカラ
1 Cup Karakara

四合ボトル
720-ml bottle

焼酎

グラス Glass

大隅（麦）
Osumi (Wheat)

¥430

大隅（芋）
Osumi (Sweet Potato)

¥430

ブランド名をお選びください。Please choose the brand name.

¥437

グラス
Glass

一合カラカラ
1 Cup Karakara

¥619

三合ボトル
3 Cup Bottle

¥1,546

於茂登 Omoto

なめらかな口当たりと、ほのかな甘みが特徴
Characterized by the smooth texture and a slight sweetness

八重泉 Yaesen

クセは少なく、甘みとコクのある泡盛
A sweet and rich awamori without any peculiar flavors

請福 Seifuku

さっぱり、クセのない初心者向け
A refreshing awamori without any peculiar flavors. 
Ideal for people who have not tried awamori.

与那国 Yonaguni

パンチの効いた風味と、やわらかな甘みが印象的
The bold flavors and mild sweetness leaves a lasting impression

玉之露 Tamanotsuyu

八重山最古の酒造所。近年人気上昇中。
The oldest brewery in Yaeyama. 
It has been increasingly popular in the past few years.

レモン4カット Lemon 4 Pieces ¥120

シークァーサー果汁 Shikwasa Juice ¥450

炭酸水500ml Carbonated Water 500ml ¥300

ロック・水割・お湯割からお選びください。
Enjoy on the rocks or with a splash of hot or cold water.

泡盛

ジャパニーズジン

翠ジンソーダ
Sui Gin Soda

¥390

ロック・水割・ソーダ割からお選びください。
Enjoy on the rocks or with a splash of club soda or water.

瓶ビール Bottled Beer

※表示価格は税抜き価格です。
Note: Prices do not include tax.

※表示価格は税抜き価格です。
Note: Prices do not include tax.

泡盛古酒

梅酒・ゆず酒

（alc.12％）

（alc.10％）

生ビール Draft Beer

石垣ジムビームハイボール
（シークァーサー）

Ishigaki Jim Beam Highball (Japanese citrus fruit)

¥450


