DRINK MENU
B E ER

WI N E

ビール

サッポロクラシック樽生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥ 650
Sapporo Beer Classic Draft

サッポロクラシック
タワーサーバー（約 10杯‼ 3.5L）・・・・・・・￥ 6,500

Pitcher of Sapporo Beer Classic Draft (3,500cc)

サッポロラガー中瓶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥ 800
Sapporo Beer, Medium bottle

サッポロプレミアムフリー【ノンアルコール 】 ￥ 540
Alcohol-free beer

Bottle

￥3,800

十勝ワイン トカップ（赤）・・・・・・・・・ ￥650
Tokachi wine Tokappu (Red)

豊かなブーケ。ややコクのあるミディアムボディ

十勝ワイン セイオロサム（赤）・・・・・ ￥860

￥4,900

Tokachi wine Seiorosam (Red)

上品でやさしいアロマ。スッキリした口当たりのミディアムボディ

グランポレール（赤）

北海道ツヴァイゲルトレーベ ・・・・・ ￥830

￥4,700

ふらのワイン バレルふらの（赤） ￥810

レモンたっぷり！
リッチ・レモンハイ

￥4,600

Furano wine (Red)

Shochu spirits with rich lemon

黒ウーロンハイ
Shochu spirits with Black oolong tea

【北海道限定】

￥ 750
￥ 650
￥ 650

ガラナサワー

Guarana sour cocktail

（Japanese distilled spirits）Brewed in Hokkaido

Glass

酸味と熟成香のバランスがほどよいミディアムボディ

柔らかな樽香とまろやかな口当たり。飲み口が穏やかなタイプ。

Japanese distilled spirits

H OKKAI DO SHOCHU

赤ワイン Red Wine

Grande Polaire Hokkaido (Red)

焼酎

S HO CHU

ワイン

良質な国産葡萄を原料にした甘口赤ワイン

￥3,800

おたる（赤）生葡萄 甘口 ・・・・・・・・・・・・ ￥650
Otaru wine (Red)sweet

白ワイン

White Wine

Glass

Bottle

繊細な風味と酸味のバランスがとれたマイルドな飲み口が特徴。

￥3,800

十勝ワイン トカップ（白）・・・・・・・・・ ￥650
Tokachi wine Tokappu (White)

北国特有の豊かな酸味をストレートに表現したエレガントな味わい。

北海道焼酎

【ロック / 水割り / ソーダ割】 On the rocks, with water or with soda.

十勝ワイン セイオロサム（白）・・・・・ ￥860
爽やかな酸味と、豊かな香り。IWSC にて金賞受賞。

喜多里 さつま芋焼酎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥ 650

グランポレール（白）北海道バッカス ￥830

喜多里 本格じゃが芋焼酎・・・・・・・・・・・・・・ ￥ 650

葡萄作りの匠 北島秀樹ケルナー

Kitasato Satsuma-imo Shochu(made from sweet potatoes)

Kitasato Jagaimo Shochu(made from potatoes)

喜多里 麦焼酎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥ 650

￥4,900

Tokachi wine Seiorosam (White)

￥4,700

Grande Polaire Hokkaido (White)

北海道余市の北島秀樹氏が丹精込めたケルナーを 100% 使用した、柑橘を思わせるさっぱりとした辛口白ワイン。

Kitajima Hideki Kerner(White)
やや甘口の味わいに爽やかな酸味がマッチ。フルーティーなワイン。

Kitasato Mugi Shochu(made from barley)

おたるナイヤガラ（白）生葡萄 酒

鍛高譚【紫蘇】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥ 650

Otaru Niagara (White)

￥830

￥4,700

￥650

￥3,800

Tantakatan shochu(made with perilla)

利尻昆布焼酎

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Rishiri kombu shochu(made with Rishiri kelp)

￥ 700

SPARKLING WINE

スパークリングワイン

￥810

￥4,600

￥1,030

￥5,400

とうもろこし焼酎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥ 700

おたるナイヤガラスパークリング甘口

LOCAL SAKE

十勝スパークリング ブルーム 辛口

Toumorokoshi shochu(made from corn)

大雪の蔵

Brewed in Hokaido

北海道の地酒

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Taisetsu-no-Kura

国稀 雪さび 特別本醸造

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Kunimare Yukisabi

PLUM WINE

￥ 750
￥ 850

梅酒

【ロック / 水割り / ソーダ割】On the rocks, with water or with soda.

梅の詩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥ 600
Ume-no-Uta

神宮の梅

蜂蜜入り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Jingu-no-Ume (with honey)

￥ 700

ジンジャーエール ￥440
Ginger ale

SOFT DRINK
ソフトドリンク

ペプシコーラ
Pepsi Cola

￥440

オレンジジュース ￥440
Orange juice

アップルジュース ￥440
Apple juice

Bottle

Glass

Otaru Niagara Sparkling Sweet

Tokachi Sparkling Dry

WHISKEY

ウイスキー

【ロック / 水割り / ソーダ割】 On the rocks, with water or with soda.

￥ 600

角ハイボール

K a ku ( J a pa ne s e w hi s ke y) & So da ・
・・・・・・・

サントリー角

K a ku ( J a pa ne s e w hi s ke y) ・
・・・・・・・・・・・・・・

竹 鶴

￥ 600
￥ 700

T a ke ts ur u( J a pa ne s e w hi s ke y) ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シングルモルト余市

黒ウーロン茶
Black oolong tea

【北海道限定】リボンナポリン
Ribbon NAPOLIN【Hokkaido limited】

【北海道限定】ガラナ

Guarana【Hokkaido limited】

コーヒー（アイス / ホット）
Co f f e e 【 Ic e / H o t】

Single malt Yoichi (Japanese whiskey)

￥490
￥490
￥540
￥540

￥ 980

プレミアム葡萄ジュース
Grape juice
Glass

￥750

Bottle

￥3,000

