ビール&ワイン
Beer & wine
啤酒 葡萄酒

■BEER

Beer

啤酒

オリオンドラフト 生 ………………… ￥620

Orion Draft Beer (mug)

Orion生啤酒

オリオンドラフト 小瓶 ……………… ￥660

Orion Draft Beer (bottle)

Orion生啤酒 瓶裝

アサヒスーパードライ 小瓶 ………… ￥660

Asahi Super Dry (bottle)

朝日啤酒 瓶裝

キリン一番搾り 小瓶 ………………… ￥660

Kirin Ichiban (bottle)

麒麟一番榨啤酒 瓶裝

オリオンクリアフリー 小瓶 ………… ￥660

Orion Clear Free (bottle)

Orion無酒精啤酒 瓶裝

■WINE

Wine

葡萄酒

グラスワイン 赤 ……………………… ￥880

a glass of red wine

單杯葡萄酒

紅

グラスワイン 白 ……………………… ￥880

a glass of white wine

單杯葡萄酒

白

ボトルワイン････ワインリストをお持ちします。係にお申し付けください。
a bottle of wine････Please request a wine list.
瓶裝葡萄酒････備有葡萄酒單，如有需要請告知服務人員。

■日本酒

Sake (Japanese rice wine)

日本酒

久保田千寿 一合 ………………………￥1,350

Kubota Senju 180ml

完全予約制

Reservation

完全預約制

飲み放題（100分）

All-you-can-drink (100min)
喝到飽（100分鐘）每位

久保田千壽

一合

御一名様 …………… ￥2,500

2,500 yen / person

每位

2500日圓

オリオン生、ワイン赤・白、泡盛、カクテル各種、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンク
Orion Draft Beer, red and white wine, awamori, cocktails, Non-alcoholic cocktails and soft drinks
Orion生啤酒、葡萄酒（紅、白）、泡盛、各種雞尾酒、無酒精雞尾酒、無酒精飲料
※グラス交換制、飲み残しがない様お願い致します
Note:Each person can have one glass at a time.
Please kindly finish your glass before ordering the next glass.
※喝到飽採用酒杯交換制。請勿剩酒，感謝配合。

ソフト
ドリンク
Soft drinks
無酒精飲料

■ソフトドリンク

Soft drinks

無酒精飲料

ウーロン茶 …………………………… ￥500

Oolong tea

烏龍茶

さんぴん茶 …………………………… ￥500

Jasmine tea

茉莉花茶

オレンジジュース（果汁100％） ………… ￥500

Orange juice

柳橙汁

コーラ ………………………………… ￥500
Cola

可樂

ジンジャーエール …………………… ￥500
Ginger ale

薑汁汽水

サワー&
カクテル
Sour (shochu fizz) & cocktail

沙瓦&雞尾酒

■サワー＆カクテル
Sour (shochu fizz) & cocktail

威士忌蘇打

ハイボール ……………………………… ￥780
highball

威士忌蘇打

レモンサワー …………………………… ￥780
Lemon sour

檸檬沙瓦

シークヮーサーサワー ………………… ￥780
Okinawan lime sour

沖繩香檬沙瓦

ウーロンハイ …………………………… ￥780
Japanese spirits with oolong tea

烏龍燒酒

さんぴんハイ …………………………… ￥780
Japanese spirits with jasmine tea

茉莉花燒酒

梅酒（ストレート、ロック、水割りorソーダ割り）… ￥780
Japanese plum wine（straight, rock, with water , with soda）
梅子酒（不加，加冰，加冰加稅，加冰加蘇打水）

泡盛
Awamori (okinawan liquor)
泡盛

もとぶ牧場ハウスボトル（25度）

珊瑚礁古酒３年（30度）

本部牧場原創泡盛（House Bottle）（25%）

珊瑚礁古酒3年（Sangosho）（30%）

Motobu Farm original awamori（25%）

Sangosho Vintage Aged 3 years（30%）

［グラス］ ……………… ￥550

［グラス］ ……………… ￥640

［一合］ ……………… ￥1,230

［一合］ ……………… ￥1,530

［ボトル］ …………… ￥4,100

［ボトル］ …………… ￥5,100

Glass

180ml

Bottle

［單杯］

［一盒］

［瓶裝］

Glass

180ml

Bottle

［單杯］

［一盒］

［瓶裝］

黄金まさひろ（30度）

菊之露ＶＩＰゴールド（30度）

黃金昌廣（Kugani Masahiro）（30%）

菊之露VIP GOLD（Kikunotsuyu）（30%）

Kugani Masahiro（30%）

Kiku no Tsuyu V.I.P Gold（30%）

［グラス］ ……………… ￥590

［グラス］ ……………… ￥640

［一合］ ……………… ￥1,380

［一合］ ……………… ￥1,530

［ボトル］ …………… ￥4,600

［ボトル］ …………… ￥5,100

Glass

180ml

Bottle

［單杯］

［一盒］

［瓶裝］

Glass

180ml

Bottle

［單杯］

［一盒］

［瓶裝］

おもろ15年古酒（43度）

Omoro Vintage Aged 15 Years（43%）
思15年古酒（Omoro）（43%）

［グラス］ ………………￥1000
Glass

［單杯］

［一合］ ……………… ￥2,450
180ml

［一盒］

［ボトル］ …………… ￥10,000
Bottle

［瓶裝］

人数分のセット料金￥300を頂きます
There is a 300 JPY per person set charge.
依人數計算收取套餐費用，每人300日圓

ウィスキー&
ブランデー
Whiskey & Brandy
威士忌 & 白蘭地

■ウィスキー、ブランデー、その他
Whisky, brandy, others

威士忌、白蘭地、其他

富士山麓シグニチャーブレンド ……………… ￥1,200
Fuji-Sanroku signature blend

富士山麓signature blend

マッカラン12年 ………………………………… ￥1,800
The Macallan Aged 12 Years

麥卡倫12年

Ｉ，Ｗハーパー12年 …………………………… ￥1,200

I.W. Harper Aged 12 Years

哈伯12年

ラフロイグ10年 ………………………………… ￥1,100

Laphroaig Aged 10 Years

拉弗格10年

シーバス・リーガル12年 ………………………… ￥980

Chivas Regal Aged 12 Years

皇家芝華士12年

オールド・パー12年 ……………………………… ￥900

Old Parr Aged 12 Years

老伯12年

デュワーズホワイトラベル ……………………… ￥800

Dewar’
s white label

帝王年白標

その他ジャパニーズウィスキーはお問い合わせください。
Please contact us for other Japanese whiskey
還有其他日本威士忌 如有需要請告知服務人員。

