
DRINKMENU
BEER

・オリオン 小瓶 ￥７００
Orion  334ml

・サザンスター ￥４００
Draft Southern star

・石垣島地ビール ￥８００
ISHIGAKI beer  330ml

・石垣島地ビール マリン ￥８００
ISHIGAKI MARINE beer  330ml

・石垣島黒ビール ￥８００
ISHIGAKI dark beer  330ml

・ハイネケン ￥７００
Heineken  330ml

・コロナ ￥７００
Corona  355ml

・バドワイザー ￥７００
Budweiser  330ml

・オリオンクリアフリー ￥５００
Orin clear free (non alchol)

・イエローグレン・イエロー・ブリュット・キェヴェ (辛口)
Yelloglen YELLOW

・イエローグレン・ピンク ソフト ロゼ(甘口)
Yellowglen ROSE

SPARKLING WINE

WHITE WINE
・ロング フラット シャルドネ

Long flat chadonnay （辛口）

・チュパイヤ ソーヴィニョン ブラン
Chupallas sauvignon blanc （フルーティー）

・ダーレンベルグ・ザ・スタンプジャンプ・リースリング
dArenberg the stamp jump riesling （甘口）

RED WINE
・セニョリオ デ オルガス

Senorio de orgas （フルボディ）

・デル・スール カベルネ ソーヴィニョン
Del suraves cabernet sauvignon （フルボディ）

・バロンフィリップロスチャイルドビノワール
Baron philippe de Rothschild vinoir （ミディアムボディ）

BOTTLE WINE
ALL ¥4000

GLASS WINE ¥600

・ダヴェルネッロビアンコ（白）
Tavernello bianco

・ダヴェルネッロ ロッソ（赤）
Tavernello rosso

WHISKEY

・響 ￥１０００
HIBIKI

・マッカラン ￥１０００
Macallan

・ジョニーウォーカー ￥６００
Johnnie walker

・Ｉ・Ｗ・ハーパー ￥６００

I・W・HARPER

AWAMORI

・請福 ・八重泉
・玉の露 ・白百合
・於茂登 ・どなん

GLASS   ￥５００

・泡波
GLASS   ￥１０００

※表示金額には消費税が含まれております。



COCK TAIL
・ジントニック

Gin&tonic

・ジンリッキー
Gin Rickey

ALL￥600

・ウォッカトニック
Vodka tonic

・モスコミュール
Moscow mule

・ブルドック
Bull dog

・スクリュードライバー
Screw driver

・ブラッディ・マリー
Bloody mary

・テキーラサンライズ
Tequila sunrise

・テキーラトニック
Tequila tonic

・キューバリバー
Cuba libre

・カシスソーダ
Cassis soda

・カシスオレンジ
Cassis orange

・カンパリソーダ
Campari soda

・カンパリオレンジ
Campari orange

・ファジーネーブル
Fuzzy navel

・チャイナブルー
China blue

・スプモーニ
Spumoni

・キティ
Kitty

・オペレーター
Operator

・キール
Kir

NON ALCHOL COCK TAIL
NON ALCHOL COCK TAIL
・ シャーリーテンプル ￥５００

Shirley temple  
（ジンジャーエール・ザクロシロップ）

・ ヴァージンモスコミュール ￥５００
Virgin Moscow mule

（ライムジュース・ジンジャーエール）

・ ヴァージンピニャコラーダ ￥６００
Virgin Pina colada

（パインジュース・ココナッツシロップ・ミルク）

JUICE
・コカ・コーラ ￥４００

Coca Coke

・ジンジャーエール ￥７００
Cold brew coffee

・イタリアンソーダ ￥４００
Italian soda

・マンゴージュース ￥４００
Mango juice

・オレンジジュース ￥４００
Orange juice

・パイナップルジュース ￥４００
Pineapple juice

・グレープフルーツジュース ￥４００
Grape fruit juice

・グァバジュース ￥４００
Guava juice

・シークワーサージュース ￥４００
Citrus depressa juice

・コーラフロート ￥７００
Coke float

TEA

COFFEE
・コーヒー ￥５００

Coffee

・ダッチコーヒー (ICE) ￥７００
Cold brew coffee

・石垣島 武田コーヒー (HOＴ) ￥７００
TAKEDA coffe from ISHIGAKI

・アールグレイ ￥５００
Earl Grey

・ロイヤルミルクティー ￥７００
Royal milk tea

・フレーバーティー ￥６００
Flavor tea

・さんぴん茶 ￥４００
Jasmine tea


