
◆麦焼酎　いいちこ（25度）720ml
グラス

◆芋焼酎　黒霧島     （25 度）720ml
グラス

ビール ◆生ビール　アサヒスーパードライ
◆瓶ビール　アサヒスーパードライ
　　　　　　キリンラガー （中瓶 550ml）

750 円
820 円
820 円

1,200 円

◆玉子湯
　・麦焼酎（25度）720ml
　　　　　　　       300ml

ふくしま路ビール
◆みちのく福島路ビール（330ml）
　・ピルスナー

　・レッドエール
喉越しなめらかで、苦みを抑えたすっきりとした仕上がりです。

キリッとした後味でどちらかと言えば淡麗辛口。
「昔ながら」といった印象が残る芋焼酎です。

価格はすべて税込みでございます価格はすべて税込みでございます

焼酎

ノンアルコールビール

サワー

3,300 円
1,500 円

●アサヒドライゼロ

3,300 円
680 円
3,300 円
680 円

580 円

◆レモンサワー　酎ハイ倶楽部
　　　　　　　　酎ハイ倶楽部（生搾りレモン付）

680 円
780 円

◆レモンサワー　酎ハイ倶楽部
　　　　　　　　酎ハイ倶楽部（生搾りレモン付）

680 円
780 円

厳選された麦のまろやかで淡麗な味わいを
じっくりと甕で貯蔵した本格麦焼酎です。

　・芋焼酎（25度）720ml 3,300 円

一般的なタイプ。苦みが強調された重厚な味わいをお楽しみください。

【オプション】
・レモン 1個…330円
　（くし切り または スライス）
・梅干し 1個…110円
・炭酸水 1本…220円



価格はすべて税込みでございます価格はすべて税込みでございます

【オプション】
・レモン 1個…330円
（くし切り または スライス）

ウイスキー

福島の地酒

◆サントリー　白州　シングル（水割り・ロック）

　　　　　　　　　　ダブル（水割り・ロック）

　　　　　　　　　　ハイボール

◆アサヒ　ブラックニッカ　ディープブレンド　シングル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダブル

　　　　　ブラックニッカ　ハイボール

1,000 円

1,500 円

1,200 円

800 円

1,200 円

680 円

金水晶酒造店

◆金水晶300ml

純米の旨みと生貯蔵酒の爽やかな
飲み口のお酒。女性の方にも
おすすめ出来る味わいです。

1,400 円

原材料：五百万石　日本酒度±０

純米酒

【福島市】 金水晶酒造店

◆金水晶 1合

福島県が独自に開発した
酒造好適米「夢の香」お酵母を使用。
芳香な香りと米本来の味わいを
引き出したお酒です。

1,200 円

原材料：夢の香

純米吟醸酒

【福島市】

榮川酒造

◆榮川 180ml

日本の名水百選の磐梯山麓伏流水
仕込み。新鮮さが生きた、軽快で
香りの良い生貯蔵酒。

720 円

原材料：はなの舞　日本酒度+2

生貯蔵酒

【磐梯町】榮川酒造

◆榮川 180ml

日本の名水百選の磐梯山麓伏流水
仕込み。新鮮さが生きた、軽快で
香りの良い生貯蔵酒。

720 円

原材料：はなの舞　日本酒度+2

生貯蔵酒

【磐梯町】 鶴乃江酒造

名倉山酒造

◆唎（きく）180ml

フルーティな香りと抵抗感のない
飲み口が好評。
大吟醸酒を手軽に楽しめます。

フルーティな香りと抵抗感のない
飲み口が好評。
大吟醸酒を手軽に楽しめます。

980 円

原材料：山田錦　日本酒度+3原材料：山田錦　日本酒度+3

大吟醸酒

國権酒造

◆てふ 300ml

丸く穏やかで可憐な香りが口の中に
広がり、ソフトで柔らかい舌ざわりが
後を追います。赤身の刺身などとの
相性が良いお酒です。

丸く穏やかで可憐な香りが口の中に
広がり、ソフトで柔らかい舌ざわりが
後を追います。赤身の刺身などとの
相性が良いお酒です。

1,400 円

原材料：美山錦　日本酒度±0

純米生貯蔵酒

【会津若松市】

金水晶酒造店

◆お銚子 1本
地元福島の人々に愛飲される
金水晶のレギュラー酒。680 円

【福島市】熱燗用

【会津若松市】

◆ゆり 1合

酒造技能士の母と娘が自ら大学で
学んだ醸造学を活かし、
女性ならではのきめ細やかさと優しさで
吟味して醸したお酒。

酒造技能士の母と娘が自ら大学で
学んだ醸造学を活かし、
女性ならではのきめ細やかさと優しさで
吟味して醸したお酒。

1,200 円1,200 円

原材料：五百万石　日本酒度+5原材料：五百万石　日本酒度+5

純米吟醸酒



価格はすべて税込みでございます価格はすべて税込みでございます

福島の地酒

奥の松酒造

◆大七爽快冷酒 1合

湧き水のような清涼感と
軽快な酸味・軽やかな味わいですが、
しっかりとした熟成感と豊かな旨味を
感じる夏のお酒。

1,000 円

原材料：米・米麹　日本酒度+3

純米生酛

【二本松市】【二本松市】

◆奥の松 1合

ふくよかで爽やかな香りと滑らかな
喉ごし、バランスのとれた香り。
華やかさと辛口ならではの
スッキリ感のあるお酒。

1,000 円1,000 円

原材料：奥の松酵母　日本酒度：+3

あだたら吟醸

大七酒造 【二本松市】

佐藤酒造

◆開当男山 1合

ほのかで上品な香り。柔らかな味わい。
さらりとした喉ごしが優美さを
感じます。

1,850 円

原材料：山田錦　日本酒度+5

大吟醸酒

【三春町】

【喜多方市】

◆三春駒 1合

淡麗旨口。
香りをやや抑え、飲み応えのある
純米吟醸酒に仕上げました。

1,200 円

原材料：美山錦　日本酒度 -4

純米吟醸酒

開当男山酒造 【南会津町】

ほまれ酒造

◆極　1合

山田錦等の米に敢えてこだわらず、
技術力によってどれだけの品質の
純米大吟醸酒が醸し出せるかに
チャレンジした商品。

山田錦等の米に敢えてこだわらず、
技術力によってどれだけの品質の
純米大吟醸酒が醸し出せるかに
チャレンジした商品。

990 円1,100 円

原材料：五百万石　日本酒度+1

純米大吟醸酒

人気酒造 【二本松市】

◆黒人気 1合 1,100 円900 円
純米吟醸酒

人気酒造

◆ゴールド人気 720ml

香り高くしっかりとした味わい。
辛口ですが辛すぎず綺麗なほんのりとした
甘みと軽快な後味のお酒。

香り高くしっかりとした味わい。
辛口ですが辛すぎず綺麗なほんのりとした
甘みと軽快な後味のお酒。

3,800 円3,800 円

原材料：夢の香 100％使用原材料：夢の香 100％使用
純米大吟醸

松崎酒造 【天栄村】

夢の香 100％の旨味を上手に引き出し、
奥深く豊かな味わいの中にも
キレがあるお酒。

夢の香 100％の旨味を上手に引き出し、
奥深く豊かな味わいの中にも
キレがあるお酒。

◆銀牡丹 720ml 4,500 円

松崎酒造 【天栄村】

◆銀牡丹 720ml 4,500 円

原材料：華吹雪・五百万石・チヨニシキ
日本酒度+2
原材料：華吹雪・五百万石・チヨニシキ
日本酒度+2

穏やかな吟醸香、純米ならではの
幅のある味わい。

原材料：チヨニシキ・五百万石
日本酒度+3

純米吟醸（一回火入れ）

【二本松市】【二本松市】

夏
限定
夏
限定

夏
限定
夏
限定



価格はすべて税込みでございます価格はすべて税込みでございます

福島の果実酒

ソフトドリンク

ノンアルコールカクテル

奥の松酒造　　　  【二本松市】

ももとろ

国産完熟桃と奥の松特別純米を
絶妙なバランスでブレンドした
「とろとろ感」が特徴の桃リキュール。

飲み方を　ロック、水割、ソーダ割からお選びくださいませ。

桃酒

～おすすめの飲み方～
ロック、ソーダ割

※ソーダ割用炭酸水 1 本 220 円

ほまれ酒造　　　【喜多方市】

造り酒屋のゆず酒

厳選された「ゆず果汁」と「純米酒」との
絶妙なコラボレーション、
爽やかなゆずの香りと酸味が溢れる。

ゆず酒

～おすすめの飲み方～
ロック、ソーダ割

大七酒造　　　     【二本松市】

生酛梅酒

大粒の良質な紀州産南高梅を漬け込んだ
「純米生酛」の原酒。奥深い緻密な
コクには定評がある。

梅酒 梅酒

～おすすめの飲み方～
ロック、水割、ソーダ割

末廣酒造           【会津若松市】

会津高田梅酒

大粒で果肉が厚いことで有名な会津高田梅。
じっくりと漬け込むことにより、
この梅の持つ酸味と旨味が特長の梅酒。

～おすすめの飲み方～
ロック、水割、ソーダ割

700 円

●ウーロン茶　　　　　　　　350円　　　　●三ツ矢サイダー　　　　　　　350円
●オレンジジュース　　　　　350円　　　　●コカ・コーラ　　　　　　　　350円
●青森県産りんごジュース　　500円　　　　●ジンジャーエール（辛口）  　　   350 円
●ペリエ（330ml）　　　　　　  650 円

●ウーロン茶　　　　　　　　350円　　　　●三ツ矢サイダー　　　　　　　350円
●オレンジジュース　　　　　350円　　　　●コカ・コーラ　　　　　　　　350円
●青森県産りんごジュース　　500円　　　　●ジンジャーエール（辛口）  　　   350 円
●ペリエ（330ml）　　　　　　  650 円

●カシスオレンジ　　　　　●カシスソーダ　　　●カシスウーロン
●ピーチオレンジ　　　　　●ピーチソーダ　　　●ピーチウーロン

各 550 円

750円

900 円 750 円


