～ＤＲＩＮＫ ＭＥＮＵ～
ビール BEER
オリオンビール 生（小グラス）
Draft Beer Orion (Glass)

¥600

キリン一番搾り 生（小グラス）
Draft Beer Kirin (Glass)

¥600

オリオンビール 生（中ジョッキ）
Draft Beer Orion (Mug)

¥750

キリン一番搾り 生（中ジョッキ）
Draft Beer Kirin (Mug)

¥750

オリオンビール（中瓶）

¥950

石垣島地ビール（小瓶）
Ishigakijima Beer （ 330 ｍｌ）

¥1,100

Bottle Beer Orion (500ml)

ノンアルコールビール（小瓶）
Ａ lcohol-Free Beer (330ml)

¥750

泡盛 AWAMORI
《グラス》 Glass

《ボトル》 Bottle

かびら２５度
Kabira Alc25%

¥550

かびら２５度
Kabira Alc25%

¥3,500

八重泉３０度
Yaesen Alc30%

¥550

八重泉３０度
Yaesen Alc30%

¥3,500

直火請福３０度
Jikabi-Seifuku Alc30%

¥550

直火請福３０度
Jikabi-Seifuku Alc30%

¥3,500

【古酒】
おもと４３度
Omoto Alc43%

¥600

【古酒】
おもと４３度
Omoto Alc43%

¥5,500

八重泉樽酒４３度
Yaesen-tarusake Alc43%

¥650

八重泉樽酒４３度
Yaesen-tarusake Alc43%

¥6,500

請福ビンテージ４３度
Seifuku-vintage Alc43%

¥700

請福ビンテージ４３度
Seifuku-vintage Alc43%

¥7,700

ウィスキー WHISKEY
《グラス》 Ｇｌａｓｓ

《ボトル》 Ｂｏｔｔｌｅ

サントリーリザーブ
RESERVE 【 JAPAN 】

¥700

サントリーリザーブ
RESERVE 【 JAPAN 】

¥7,000

ジャックダニエル
JACK DANIELS 【 USA 】

¥800

ジャックダニエル
JACK DANIELS 【 USA 】

¥8,000

シーバスリーガル

¥900

シーバスリーガル

¥9,000

CHIVAS REGAL 【 SCOTLAND 】

◆各グラス・ソーダ割 プラス￥100
◇With soda +100yen

CHIVAS REGAL 【 SCOTLAND 】

◆各ボトル・ソーダ350ｍｌ 1本 ￥200
◇With soda +200yen
上記の価格は全て税込み表示です。
All prices are tax included.

～ＤＲＩＮＫ ＭＥＮＵ～
ワイン WINE

日本酒 SAKE

グラスワイン（赤・白）
Glass wine (Red or White)

¥750

日本酒一合（大関、上選金冠）
Hot Sake (180ml)

¥750

ボトルワイン（赤・白）
Bottle wine (Red or White)

¥3,500

冷酒３００ｍｌ（大関、生貯蔵酒）

¥1,200

Cold Sake (300ml)

カクテル COCKTAIL

果実酒 FRUIT LIQUOR

ウーロンハイ
Shochu with Oolong tea

¥700

梅酒黒糖仕立て 泡盛仕込み
Plum liquor from AWAMORI

¥600

マンゴーサワー
Mango cocktail

¥700

ゆず泡盛仕込み シークヮーサー入り
Yuzu liquor from AWAMORI

¥600

シークヮーサーサワー
Okinawa citrus cocktail

¥700

生姜泡盛仕込みレモン
Ginger liquor from AWAMORI

¥600

ハイボール
Whisky and soda

¥700

杏露酒（永昌源）
Apricot liquor

¥600

◆各グラス・ソーダ割 プラス￥100
◇With soda +100

焼酎 SHO-CHU
《グラス》 Glass

《ボトル》 Bottle

いいちこ（麦）
Iichiko (Barley)

¥550

いいちこ（麦）
Iichiko (Barley)

¥5,500

黒霧島（芋）

¥550

黒霧島（芋）

¥5,500

Kurokirishima (sweet potato)

◆各グラス・ソーダ割 プラス￥100
◇With soda +100yen

Kurokirishima (sweet potato)

◆各ボトル・ソーダ350ｍｌ 1本 ￥200
◇With soda +200yen

ソフトドリンク SOFT DRINK
コーヒー（ホットorアイス）
Coffee (Hot / Ice)

紅茶（ホットorアイス）
Tea (Hot / Ice)

さんぴん茶
Sanpincha( Jasmine tea)

マンゴージュース
Mango juice

シークヮーサージュース
Okinawa citrus juice

パイナップルジュース
Pineapple juice

オレンジジュース
Orange juice

ペプシ
Pepsi

ジンジャーエール
Ginger Ale

全種

¥500

上記の価格は全て税込み表示です。
All prices are tax included.

