
県産クラフトビール  Okinawa craft beer
セットドリンク対象外

ハッピーブルーボー (IPA)
●ほのかな甘さと香ばしさが特徴の英国産麦芽と果実のさわやかな香り広がるホップを使用。 
　楽しい時間の始まりにおすすめです。

¥850＋tax

ビール / BEER

ハスキーミャーオ (ヴァイツェン)
Husky Meow (Weizen)

キビといつまでも (ブラウンエール)

「Cliff Beer」

Happy Blue Boar

●バナナのようなフルーティーな香りとなめらかな口当たりが特徴の白ビール。 
　がんばった自分を褒めてあげたいときにおすすめです。

●昔ながらの手作業でじっくりと煮込んだ沖縄県産の純黒糖に、沖縄県産の生姜の辛味がアクセントに。 
　大切な人と夢を語らいながら飲みたい香ばしいブラウンエールです。

Kibi to istumademo(Brown Ale)

¥800＋tax

¥850＋tax



海外産ビール  Overseas beer
ヒューガルデン ホワイト
●ベルギー(Belguim) 
●色は白く濁った明るいイエロー。 
　オレンジ、コリアンダー、りんご、アプリコットのような香りがあり、さわやかな酸味を楽しめます。

Hoegaarden White
¥700＋tax

ビール / BEER セットドリンク対象外

シンハー
●タイ(Thai) 
●しっかりと苦味を持ったモルトの風味、ほのかにスペアミントを思わせるホップの芳香、 
　後味には仄かな甘みをもつビールです。

Singha
¥600＋tax

台湾ビール
●台湾(Taiwan) 
●モンドセレクションで最高金賞を受賞している高品質なラガービールです。 
　苦味はほとんどなく軽く、飲みやすい人気のビールです。

Taiwan beer
¥600＋tax



海外産クラフトビール  Overseas craft beer
ネグラモデロ
●メキシコ(Mexico)　 
●クリーミーな泡と明るい黒褐色のダークビール。

Negra modelo
¥600＋tax

ビール / BEER セットドリンク対象外

ニュートン
●ベルギー(Belguim) 
●白ビールの甘酸っぱさと青リンゴの味と香りでびっくりするほどの美味しさに。

Newton
¥700＋tax

ブリュードッグ グレープフルーツIPA
●スコットランド(Scotland)　 
●穏やかな苦みのIPAにグレープフルーツ果汁(皮)が加えられています。 
　グレープフルーツ、プラム、松やに、キャンディーといった香味が絡み合った魅力的な味わいです。

Brewdog grapefruit IPA ¥700＋tax

海外産フルーツビール  Overseas fruits beer



泡盛(沖縄本島)  Awamori (Made in Okinawa)

●ストレート・ロック・水割り　                ¥500＋tax 
●ソーダ割り・トニック割り・コーラ割り　 ¥600＋tax 
●一合(カラカラ)　                                  ¥800＋tax

泡盛 / AWAMORI

國華 30度
Kokka

松藤 プレミアムブレンド 30度
Matsufuji

玉友 30度
Gyokuyu ○西原

忠孝 GOLD PREMIUM 30度
Chuko ○豊見城

○金武

○名護

瑞泉 30度
Zuisen ○首里

●ストレート・ロック・水割り　               ¥600＋tax 
●ソーダ割り・トニック割り・コーラ割り　 ¥700＋tax 
●一合(カラカラ)　                                  ¥900＋tax

セットドリンク対象外



赤猿

焼酎 / SHOCHU

Akazaru

○芋 
○鹿児島

白玉の露
Shiratamanotsuyu

海
Umi

○芋  
○鹿児島

○芋  
○鹿児島

●ロック・水割り　　　                           ¥600＋tax 
●ソーダ割り・トニック割り・コーラ割り　 ¥700＋tax 
●一合                  　　                           ¥1,200＋tax

中々
Nakanaka

○麦 
○宮崎

●ロック・水割り　　　                           ¥600＋tax 
●ソーダ割り・トニック割り・コーラ割り　 ¥700＋tax 
●一合                                                   ¥900＋tax

焼酎  Shochu

●ストレート・ロック・水割り　                ¥500＋tax 
●ソーダ割り・トニック割り・コーラ割り　 ¥600＋tax 
●一合(カラカラ)　                                  ¥800＋tax

セットドリンク対象外



泡盛(離島)  Awamori (from remote islands)

玉の露 30度

●ストレート・ロック・水割り　               ¥600＋tax 
●ソーダ割り・トニック割り・コーラ割り　 ¥700＋tax 
●一合(カラカラ)　                                  ¥900＋tax

Tamanotsuyu ○石垣島

琉球王朝 30度
Ryukyuoucho

花酒どなん 60度
Donan ○与那国島

○宮古島

●ストレート・ロック・水割り　　　　　　 ¥600＋tax 
●ソーダ割り・トニック割り・コーラ割り　 ¥700＋tax

●ストレート・ロック・水割り　                ¥500＋tax 
●ソーダ割り・トニック割り・コーラ割り　 ¥600＋tax 
●一合(カラカラ)　                                  ¥800＋tax

泡盛 / AWAMORI

照島 30度
Terushima ○伊平屋島

セットドリンク対象外



焼酎  Shochu
焼酎 / SHOCHU

よろしく千萬あるべし
Yoroshiku senman arubeshi

○米 
○新潟

帝
Mikado

○黒糖 
○奄美大島

茉莉花
Matsurika

○ジャスミン 
○ブレンド

●ストレート・ロック・水割り　                ¥800＋tax 
●ソーダ割り・トニック割り・コーラ割り    ¥900＋tax 
●一合              　                                  ¥1,100＋tax

●ストレート・ロック・水割り　                ¥600＋tax 
●ソーダ割り・トニック割り・コーラ割り    ¥700＋tax 
●一合              　                                  ¥900＋tax

セットドリンク対象外



泡盛(古酒)  Awamori (Old sake)

久米仙 秘蔵七年古酒 40度

●ストレート・ロック・水割り ¥500＋tax
●ソーダ割り・トニック割り・コーラ割り ¥600＋tax
●一合(カラカラ) ¥800＋tax

Hizou Nananenkosyu ○那覇

くら 二年熟成古酒 25度
Kura ○名護

●ストレート・ロック・水割り ¥800＋tax
●ソーダ割り・トニック割り・コーラ割り ¥900＋tax
●一合(カラカラ) ¥1,500＋tax

泡盛 / AWAMORI セットドリンク対象外



ウイスキー  Whisky

知多

ウイスキー / WHISKY

Chita

白州
Hakushu

○ジャパニーズウイスキー(日本)

○ジャパニーズウイスキー(日本)

トリス クラシック
Torys Classic ○ジャパニーズウイスキー(日本)

イチローズモルト
Ichiro’s Malt ○ジャパニーズウイスキー(日本)

¥800＋tax  / ¥900＋tax

 ¥800＋tax  / ¥900＋tax

 ¥900＋tax  / ¥1,000＋tax

 ¥400＋tax  / ¥500＋tax

●ストレート・ロック・水割り / ●ソーダ割り(ハイボール)・トニック割り         
                                           　  コーラ割り(ウイスキーコーク)　

セットドリンク対象外



ジン  Gin

沖縄クラフトジン

スピリッツ / SPIRITS

Okinawa craft Gin

ビーフィーター
Beefeater

オリジン 1848
ORI-GIN

¥600＋tax  / ¥700＋tax

 ¥800＋tax  / ¥900＋tax

 ¥900＋tax  / ¥1,000＋tax

●ストレート・ロック・水割り　/●ソーダ割り・コーラ割り 
                                          　 　トニック割り(ジントニック)

スミノフ
Smirnoff

 ¥600＋tax  / ¥700＋tax
ウォッカ  Vodka ●ストレート・ロック・水割り　/●ソーダ割り・コーラ割り      

                                          　 　トニック割り(ウォッカトニック)   

○石川酒造場 ネイビーストレングス クラフトジン 
○沖縄産のカラキやタンカン、カーブチーなどを使用したフルーティーでスパイシーなクラフトジン。 
  度数は57度と高く、濃厚な味わいを楽しめます。泡盛を原液に使用。

セットドリンク対象外



ウイスキー  Whisky

ザ マッカラン

ウイスキー / WHISKY

The Macallan

グレンリベット
The Grenlivet

○スコッチウイスキー(スコットランド)

○スコッチウイスキー(スコットランド)

ジェイムソン
Jameson ○アイリッシュウイスキー(アイルランド)

¥800＋tax  / ¥900＋tax

 ¥1,300＋tax  / ¥1,400＋tax

 ¥700＋tax  / ¥800＋tax

●ストレート・ロック・水割り / ●ソーダ割り(ハイボール)・トニック割り         
                                           　  コーラ割り(ウイスキーコーク)　

セットドリンク対象外



ラム  Rum

バカルディ
Bacardi  ¥600＋tax  / ¥700＋tax

マイヤーズラム
Myers’s Rum ¥600＋tax  / ¥700＋tax
イエラム 沖縄産
Ie Rum
○伊江島蒸溜所のイエラム サンタマリア クリスタル。爽やかなサトウキビの甘い香りが新鮮のホワイトラム。

 ¥800＋tax  / ¥900＋tax

●ストレート・ロック・水割り　/●ソーダ割り・トニック割り 
                                          　 　コーラ割り(ラムコーク)

テキーラ  Tequila ●ストレート・ロック・水割り　/●ソーダ割り・コーラ割り(メキシコーラ) 
                                          　 　トニック割り(テキーラトニック)   

クエルボエスペシャル
Cuervo Especial

パトロンシルバー
Patoron Silver

 ¥600＋tax  / ¥700＋tax

 ¥800＋tax  / ¥900＋tax

スピリッツ / SPIRITS セットドリンク対象外



ウイスキー  Whisky

メーカーズマーク

ウイスキー / WHISKY

Maker’s Mark

クラウンローヤル
Crown Royal

○バーボンウイスキー(アメリカ)

○カナディアンウイスキー(カナダ)

IWハーパー
I.W.HARPER ○バーボンウイスキー(アメリカ)

¥700＋tax  / ¥800＋tax

 ¥700＋tax  / ¥800＋tax

 ¥900＋tax  / ¥1,000＋tax

●ストレート・ロック・水割り　/●ソーダ割り(ハイボール)・トニック割り         
                                            　  コーラ割り(ウイスキーコーク)　

カヴァラン
Kavalan ○台湾ウイスキー(台湾)  ¥1,000＋tax  / ¥1,100＋tax

セットドリンク対象外



ハーブリキュール  Herbal Liqueur

カンパリ

ハーブリキュール / HERBAL LIQUEUR

Campari

ペルノ
Pernod

イェーガーマイスター
Jagermeister

●ストレート・ロック・水割り               　 ¥600＋tax 
●ソーダ割り・トニック割り・コーラ割り　 ¥700＋tax

セットドリンク対象外



アジア酒  Asian Liquor

メコンウイスキー

アジア酒 / ASIAN LIQUOR

Mekhong Whisky

紹興老酒
Shaoxing Rice Wine

●ストレート・ロック　¥600＋tax 
●ソーダ割り              ¥700＋tax

●ストレート・ロック　¥700＋tax 
●ソーダ割り              ¥800＋tax

○中国

○タイ

セットドリンク対象外



果実酒  Fruits Wine

美王

果実酒 / FRUITS WINE

BIO

桂花陳酒 ●ストレート・ロック　　　　　¥600＋tax 
●ソーダ割り　　　　　　　   　¥700＋tax

瑞泉カーブチー
Zuisen Ka-buchi-

瑞泉梅酒
Zuisen Umeshu

Kuei Hua Chen Chiew

●ストレート・ロック　　　　　¥700＋tax 
●ソーダ割り　　　　　　　   　¥800＋tax

●ストレート・ロック　　　　　¥600＋tax 
●ソーダ割り　　　　　　　   　¥700＋tax

セットドリンク対象外



ビールベースカクテル  Beer base Cocktail

Panache

シャンディーガフ

¥700＋tax

Kir Royale

Beer and Ginger

ワインベースカクテル  Wine base Cocktail
キールロワイヤル

¥700＋tax

パナシェ
●ビール＋ジンジャー

●ビール＋レモネード

●スパークリングワイン＋カシス

¥700＋tax
テキーラサンライズ
Tequila Sunrise

テキーラベースカクテル  Tequila base Cocktail
●テキーラ＋オレンジジュース

カクテル / COCKTAILS セットドリンク対象外



ブランデー  Brandy

ノイリープラットドライ (辛口)

食後酒 / DIGESTIF

Noilly Plat Dry

ヘネシーVS

●ストレート・ロック　¥600＋taxNoilly Plat sweet

Hennessy vs

ヴェルモット  Vermouth

ノイリープラットスイート (甘口)

●ストレート・ロック・水割り　¥700＋tax

レモンチェッロ
Lemoncello

レモンリキュール  Lemon Liqueur
●ソーダ割り　¥800＋tax

セットドリンク対象外



ウイスキーベースカクテル  Whisky base Cocktail

Irish coffee

ゴッドファーザー

¥700＋tax

Gin Lime

Godfather

ジンベースカクテル  Gin base Cocktail
ジンライム

¥700＋tax

アイリッシュコーヒー

ジンフィズ
Gin Fizz

●ウイスキー＋アマレット

●ウイスキー＋コーヒー

●ジン＋ライム

●ジン＋コアントロー＋ソーダ

mojito

ラムベースカクテル  Rum base Cocktail
モヒート

¥700＋tax
●ラム＋ライム＋ミント＋ソーダ

カクテル / COCKTAILS セットドリンク対象外



ウォッカベースカクテル  Vodka base Cocktail

Kami - Kaze

ゴッドマザー

screw driver

Godfather

　¥700＋tax
スクリュードライバー
カミカゼ

Black russian
ブラックルシアン
ホワイトルシアン
White Russian

●ウォッカ＋オレンジジュース

●ウォッカ＋コアントロー

●ウォッカ＋カルア

●ウォッカ＋カルア＋生クリーム

●ウォッカ＋アマレット

カクテル / COCKTAILS セットドリンク対象外



China Cassis

アラバマスラマー

Cassis Orange

Alabama Slammer

¥700＋tax
カシスオレンジ

Southern Comfort Screw

チャイナカシス

Fuzzy navel
ファジーネーブル
ネグローニ
Negroni

サザンスクリュー

カクテル  Cocktail
●カシス＋オレンジジュース

●紹興酒＋カシス＋ソーダ

●ピーチ＋オレンジ

●ジン＋スイートヴェルモット＋カンパリ

●アマレット＋サザンカンフォート＋レモン

●サザンカンフォート＋オレンジジュース

カクテル / COCKTAILS セットドリンク対象外



Vermouth Cassis

ティフィンミルク

Amaretto Sour

Tiffin milk

　¥700＋tax
アマレットサワー

Peach Soda

ヴェルモットカシス

Cointreau and Tonic
コアントロートニック
カルーアミルク
Kahlua Milk

ピーチソーダ

カクテル  Cocktail
●アマレット＋ソーダ

●ドライヴェルモット＋カシス＋ソーダ

●コアントロー＋トニック

●カルーア＋ミルク

●ティフィン＋ミルク

●ピーチ＋ソーダ

カクテル / COCKTAILS セットドリンク対象外




