
ウーロン茶

オレンジジュース

ジンジャエール

コーラ

メロンソーダ

グレープフルーツジュース

カルピス

カルピスソーダ

ホットコーヒー

アイスコーヒー

ドライゼロクリーミー  400円（税込440円）

オールフリー  380円（税込418円）

梅酒  350円（税込385円）

カシスオレンジ  350円（税込385円）

レモンチューハイ  350円（税込385円）

スパークリング（白） 360mlボトル 750円（税込825円）

スパークリング（ロゼ） 360mlボトル 750円（税込825円）

アサヒドライゼロ 小瓶 380円（税込418円）

各250円（税込275円）

ノンアルコール

ソフトドリンク



ビール

酎ハイ

生ビール
 アサヒスーパードライ （生中） 550円（税込605円）
 アサヒスーパードライ （生小） 350円（税込385円）

瓶ビール
 アサヒスーパードライ 中瓶 580円（税込638円）
 サントリープレミアムモルツ 中瓶 600円（税込660円）

ノンアルコール
 アサヒドライゼロ 小瓶 380円（税込418円）

各400円（税込440円）

レモンチューハイ

ライムチューハイ

巨峰チューハイ

梅チューハイ

青りんごチューハイ

カルピスチューハイ

ウーロンチューハイ

ワイン

ジュナール　カベルネ・ ソーヴィニヨン（赤） ハーフボトル
生産国： フランス　ランドッグ／タイプ： フルボディ 

ぶどう品種： カベルネソーヴィニヨン 1400円（税込1540円）

タクン・ セレクション・ ブレンド・ レッド（赤） フルボトル
生産国： チリ／タイプ： ミディアムボディ 

ぶどう品種： メルロー、 カベルネ・ ソーヴィニヨン、 マルベック、 シラー

  1400円（税込1540円）

マリー・ ルイズ・ パリゾ・ カベルネソーヴィニヨン（赤） 250ml
生産国： フランス／タイプ： ミディアムボディ

ぶどう品種： カベルネソーヴィニヨン 1000円（税込1100円）

マリー・ ルイズ・ パリゾ・ シャルドネ（白） 250ml
生産国： フランス／タイプ： 辛口

ぶどう品種： シャルドネ 1000円（税込1100円）

ジュナール　シャルドネ（白） ハーフボトル
生産国： フランス　ランドッグ／タイプ： 辛口 

ぶどう品種： シャルドネ 1400円（税込1540円）

タクン・ セレクション・ ブレンド・ ホワイト（白） フルボトル
生産国： チリ／タイプ： 辛口 

ぶどう品種： ソーヴィニヨン・ ブラン、 シャルドネ、ヴィオニエ

  1400円（税込1540円）



焼酎

季節限定焼酎

国分（国分酒造・ 霧島市）

黒伊佐錦（大口酒造・ 伊佐市）

黒霧島（霧島酒造・ 宮崎県都城市）

島美人（長島研醸・ 出水郡）

（水割り、 お湯割り、 ロック）

グラス 240円（税込264円）

1合徳利 350円（税込385円）

２合徳利 650円（税込715円）

ボトル 1600円（税込1760円）

黒麹： しっかりしたコクと深みが特徴です

白麹： クセがなくおだやかな飲み口です

黄麹： フルーティーで華やかな味が特徴です

魔王（白玉醸造・錦江町）

萬膳（萬膳酒造・霧島市）

萬膳庵（萬膳酒造・霧島市）

佐藤（黒）（佐藤酒造・霧島市）

グラス 700円（税込770円）

1合徳利 1050円（税込1155円）

２合徳利 2000円（税込2200円）

森伊蔵（森伊蔵酒造・ 垂水市）

グラス 830円（税込913円）

1合徳利 1250円（税込1375円）

２合徳利 2350円（税込2585円）

八千代伝　熟柿（八千代伝酒造・ 垂水市）

グラス 450円（税込495円）

1合徳利 680円（税込748円）

２合徳利 1200円（税込1320円）

黄色い椿（八千代伝酒造・ 垂水市）

グラス 470円（税込517円）

1合徳利 700円（税込770円）

２合徳利 1350円（税込1485円）

真鶴（萬膳酒造・ 霧島市）
グラス 750円（税込825円）

1合徳利 1150円（税込1265円）

２合徳利 2250円（税込2475円）

伊佐美（甲斐商店・ 伊佐市）

なかむら（中村酒造場・ 霧島市）

グラス 580円（税込638円）

1合徳利 830円（税込913円）

２合徳利 1600円（税込1760円）

明るい農村（霧島町蒸留所・ 霧島市）

いも麹　芋（国分酒造・ 霧島市）

海（大海酒造・ 鹿屋）

三岳（三岳酒造・ 屋久島町） グラス 410円（税込451円）

1合徳利 580円（税込638円）

２合徳利 1100円（税込1210円）

ボトル 2550円（税込2805円）

隼人心（日当山醸造・ 霧島市）

グラス 290円（税込319円）

1合徳利 420円（税込462円）

２合徳利 780円（税込858円）

ボトル 1900円（税込2090円）



日本酒
菊水の辛口（菊水酒造・ 新潟県） 300ｍｌ 750円（税込825円）
本醸造　日本酒度＋７　醸度1.3 

南部美人（南部美人・ 岩手県） 300ｍｌ 850円（税込935円）
本醸造　生貯蔵酒　日本酒度＋5　醸度1.3 

八海山（八海醸造・ 新潟県） 300ｍｌ 1250円（税込1375円）
特別本醸造　日本酒度＋4　醸度１ 

正雪（神沢川酒造・ 静岡県） 300ｍｌ 1300円（税込1430円）
吟醸　生酒　日本酒度＋5.5　醸度1.4 

ＫＯＮＩＳＩ　吟醸ひやしぼり（小西酒造 /兵庫県） 300ｍｌ 800円（税込880円）
吟醸　日本酒度 +3　酸度1.2 

まんさくの花（日の丸醸造・ 秋田県） 300ｍｌ 900円（税込990円）
特別純米　日本酒度＋5　醸度1.8 

朝日山（朝日酒造 /新潟県） 300ｍｌ 1000円（税込1100円）
純米　日本酒度 +1　酸度1.5 

酔鯨（酔鯨酒造 /高知県） 300ｍｌ 1350円（税込1485円）
純米吟醸　吟麗　日本酒度 +6　酸度1.5 

加賀の月・ 琥珀月（加越酒造 /石川県） 300ｍｌ 1050円（税込1155円）
純米吟醸　日本酒度 -3　酸度1.8 

上善如水（白瀧酒造・ 新潟県） 300ｍｌ 1050円（税込1155円）
純米吟醸　日本酒度＋5　醸度1.3 

ＫＯＮＩＳＩ　大吟醸ひやしぼり（小西酒造 /兵庫県） 300ｍｌ 950円（税込1045円）
大吟醸　日本酒度 +1　酸度1.4 

上善如水（白瀧酒造・ 新潟県） 300ｍｌ 1650円（税込1815円）
純米大吟醸　　日本酒度＋2　醸度1.5

獺祭　純米大吟醸45（旭酒造 /山口県） 300ｍｌ 1550円（税込1705円）
純米大吟醸　日本酒度 +3　酸度1.5 

獺祭　純米大吟醸磨き三割九分（旭酒造 /山口県） 180ｍｌ 1550円（税込1705円）
純米大吟醸　日本酒度 +6　酸度1.1 300ｍｌ 2450円（税込2695円）

（熱燗、 常温、 冷）

酸度　味の濃淡を判断する目安です

吟醸酒 フルーティーで華やかな香り (吟醸香 )淡麗ですっきりした上品な味わい。 のどごしのなめらかさなどが特徴です。
 吟醸酒の中でも5割以上精米した白米を用いて製造したものが「大吟醸酒」 です。
純米酒 米、 米麹を原料とした日本酒です。 味やコク、 ふくよかさなどの特徴がが強く出た濃醇なタイプのお酒が多いです。
本醸造酒 米、 米麹に醸造アルコールを加えた日本酒です。 淡麗でスッキリしたタイプのお酒が多いです。

大きい（濃醇） 1.5 小さい（淡麗）

日本酒度の甘辛を判断する目安です

 （＋６） ： 大辛口

 （＋４） ～（＋５） ： 辛口

 （＋３） ～（＋２） ： やや辛口

 （＋１） ～（－１） ： 普通

 （－２） ～（－３） ： やや甘口

 （－４） ～（－５） ： 甘口

 （－６） ： 大甘口

ハイボール
ブラックニッカフリージングハイボール 

  450円（税込495円）

ブラックニッカハイボール 400円（税込440円）

コーラハイボール 450円（税込495円）

ジンジャーハイボール 450円（税込495円）

竹鶴ハイボール 650円（税込715円）

ジャックダニエルハイボール 650円（税込715円）

山崎ハイボール 800円（税込880円）

カシスオレンジ

カシスウーロン

ファジーネーブル

ペシェウーロン

モスコミュール

梅酒・果実酒

カクテル

（ロック・ 水割り・ ソーダ割り）

※魔王の蔵元でつくられてる梅酒

各480円（税込528円）

紀州南高梅酒 450円（税込495円）

濃醇梅酒 480円（税込528円）

さつまの梅酒 580円（税込638円）

青森産　津軽りんご酒 480円（税込528円）

徳島産　ゆず酒 480円（税込528円）



飲み放題 120分
グラス交換・ボトル
交換をお願いします。
なお、ボトルのお持ち帰りは
できません。

★コース料理にプラス料金でご利用いただけます。
★グループ全員同一のコースに限らせて頂きます。個別注文はできません。
★小学生未満　無料　　★小学生　330円（税込300円）
★中学生～19歳　500円（税込550円）

●焼酎 (2合徳利 /5合 )（水割りセット／お湯割りセット）
 黒伊佐　黒霧島　島美人　国分

●酎ハイ 
 レモン・ カルピス・ 梅・ 巨峰・ ライム・ ウーロン・ 青りんご  

●ソフトドリンク
 ウーロン茶・ オレンジ・ カルピス・ グレープフルーツ

 カルピスソーダ・ ジンジャーエール・ コーラ・ メロンソーダ

●焼酎（水割り／お湯割り／ロック）
 黒伊佐　黒霧島　島美人　国分

●酎ハイ 
 レモン・ カルピス・ 梅・ 巨峰・ ライム・ ウーロン・ 青りんご  

●ノンアルコール 
 オールフリー　アサヒドライゼロ／梅酒／カシスオレンジ　レモン酎ハイ

●ソフトドリンク
 ウーロン茶・ オレンジ・ カルピス・ グレープフルーツ

 カルピスソーダ・ ジンジャーエール・ コーラ・ メロンソーダ

800円コース (税抜880円 ) 

●瓶ビール1本又は生ビール1杯 

●ハイボール
 ブラックニッカフリージングハイボール ･ コーラハイボール･ジンジャーハイボール 

●果実酒 (ロック 水割り　ソーダ割り ) 
 梅酒　りんご酒　ゆず酒

1300円コース (税抜1430円 ) 



●瓶ビール＆生ビール

●日本酒 (2合 ) 
 冷 ／燗／常温 

●カクテル 
 カシスオレンジ　カシスウーロン　モスコミュール　ファジーネーブル　ペシェウーロン 

●ワイン (フルボトル ) 
 赤／白 

1600円コース (税抜1760円 ) 

●焼酎（水割り／お湯割り／ロック）
 黒伊佐　黒霧島　島美人　国分

●酎ハイ 
 レモン・ カルピス・ 梅・ 巨峰・ ライム・ ウーロン・ 青りんご  

●ノンアルコール 
 オールフリー　アサヒドライゼロ／梅酒／カシスオレンジ　レモン酎ハイ

●ソフトドリンク
 ウーロン茶・ オレンジ・ カルピス・ グレープフルーツ

 カルピスソーダ・ ジンジャーエール・ コーラ・ メロンソーダ

●ハイボール
 ブラックニッカフリージングハイボール ･コーラハイボール･ジンジャーハイボール 

●果実酒 (ロック 水割り　ソーダ割り ) 
 梅酒　りんご酒　ゆず酒

飲み放題 120分
グラス交換・ボトル
交換をお願いします。
なお、ボトルのお持ち帰りは
できません。

★コース料理にプラス料金でご利用いただけます。
★グループ全員同一のコースに限らせて頂きます。個別注文はできません。
★小学生未満　無料　　★小学生　330円（税込300円）
★中学生～19歳　500円（税込550円）




