◆음료수◆
ビール

【맥주】
大ビン アサヒスーパードライ･･････････････････････････････････････････････ 500 円

병맥주 아사히스파도라이 ··················································· 500 엔
生

アサヒスーパードライ（中ジョッキ） ････････････････････････････････ 480 円
생맥주 아시히스파도라이 (중컵) ･････････････････････････････････ 480 엔
生
アサヒスーパードライ（グラス） ････････････････････････････････････ 420 円

生レモンサワー ････････････････････････････････････････････････････････ 480 円

생 레몬 사와 ･･･････････････････････････････････････････ 480 엔
生ライムサワー ････････････････････････････････････････････････････････ 480 円

생 라이무 사와 ·························································· 480 엔
生グレープフルーツサワー ·············································· 500 円

생맥주 아사히스파도라이(글라스) ······································ 420 엔

생 글레프훌르츠 사와 ·················································· 500 엔

焼酎

果実酒

【과실술】

【소주】
焼酎（水割・お湯割・ロック）･･････････････････････････････････････････････ 380 円

소주(물・뜨거운물・ 얼음 섞어마시기) ································ 380 엔
麦焼酎（水割・お湯割・ロック）････････････････････････････････････････････ 380 円

메밀소주(물・뜨거운물・얼음

섞어마시기)

······································· 380 엔

芋焼酎（水割・お湯割・ロック）････････････････････････････････････････････ 450 円

고구마소주(물・뜨거운물・얼음

섞어마시기)

···································· 450 엔

チューハイ ······························································· 380 円

츄하이 ･････････････････････････････････････････････････････380 엔

杏（あんず）酒 （ロック・ソーダ割り） ·································480 円
살구술 (얼음・소다 섞어마시기) ··············································· 480 엔
梅酒（ロック・ソーダ割り） ·············································480 円
매실술(얼음・소다 섞어마시기) ······································· 480 엔
紀州緑茶梅酒 ···························································600 円

기슈 녹차 매실술 ････････････････････････････････････････ 600 엔
北雪 梅酒 ボトル 500ml ･････････････････････････････････････････････ 2,000 円

호끄세쯔 매실술 병 500ml·········································· 2,000 엔

ウーロンハイ ･････････････････････････････････････････････････････････････ 380 円

우렁 하이 ･･････････････････････････････････････････････････380 엔
レモンサワー ･････････････････････････････････････････････････････････････ 380 円

레몬 사와 ･･････････････････････････････････････････････････380 엔
カルピスサワー ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 450 円

카르피스 사와 ･･････････････････････････････････････････････380 엔
緑茶割り ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 450 円

녹차 섞어마시기 ････････････････････････････････････････････450 엔
※라스트주문은 ２３：００입니다.
※요금은 테이블 혹은 레지스터에서 지불 해 주십시오.

ワイン

【와인】
ワイン カリフォルニア産（グラス）
〔赤 or 白〕 ･･･････････････････････････ 380 円

와인 캘리포니아산(글라스)빨강/흰 ····································· 380 엔
ワイン カリフォルニア産（ボトル）
〔赤 or 白〕 ･････････････････････････ 2,000 円

와인 캘리포니아산(병) 빨강/흰 ······································ 2,000 엔

焼酎ボトル

お通し(日替わり) ･････････････････････････････････････････････････････････ 300 円

【소주】

안주(매일 바꿈) ････････････････････････････････････････････ 300 엔

JINRO 700m ･････････････････････････････････････････････････････････････ 2,200 円

진로 700ml ······························································ 2,200 엔
《麦》<메밀>
いいちこ 900ml ························································· 2,200 円

이이치고 900ml ························································ 2,200 엔

ウイスキー

【위스키】
ブラックニッカ（シングル) ･･･････････････････････････････････････････････380 円

いいちこ深薫 720ml ····················································· 2,500 円

블랙 닉까 ･･････････････････････････････････････････ 380 엔/싱글

이이치고 신쿤 720ml ················································· 2,500 엔

ブラックニッカ（ダブル） ･････････････････････････････････････････････････500 円

《芋》<고구마>
黒霧島 25 度 720ml ····················································· 2,700 円

블랙 닉까 ··························································· 500 엔/더블
ハイボール ･･････････････････････････････････････････････････････････････480 円

구로기리시마 25% 720ml ········································ 2,700 엔

하이볼

霧島原酒 38 度 720ml ·················································· 2,700 円

スーパーニッカ 大江戸水割 相撲ラベル 300ml ･･････････････････････････････700 円

키리시마겐슈 38% 720ml ········································ 2,700 엔

스파닉까 오에도물섞어마시기 스모라벨 300ml ··················· 700 엔

《米》<쌀>
北雪さあ° 720ml ･･････････････････････････････････････････････････････ 3,200 円

ソフトドリンク

호쿠세쯔 사아 720ml ················································ 3,200 엔

【음료수】

(위스키에 소다수나 얼음을 넣은것)

····································· 480 엔

コーラ
ボトルと一緒に 보토르와 함께

<마시는 방법은 손님이 마음대로 택하십시오.>
アイス・ミネラル・炭酸・レモン炭酸･････････････････････････････････････ 各 200 円
아이스・미네널・탄산・레몬탄산 ··········································· 200 엔
梅干・レモンスライス ･･････････････････････････････････････････････････ 各 100 円
매실절임・레몬슬라이스 ····················································· 100 엔
ウーロン茶ボトル 500ml ･･････････････････････････････････････････････････ 300 円
ウーロン茶ボトル 2L ･････････････････････････････････････････････････････ 600 円

우렁차··························································· 300 엔/500ml 병
600 엔/2L 병
※ボトルは 3 ヶ月間キープさせて頂きます。

※병은 삼개월동안 키프합니다.
※라스트주문은 ２３：００입니다.
※요금은 테이블 혹은 레지스터에서 지불 해 주십시오.

콜라
オレンジジュース(100%)

오렌지쥬스
ウーロン茶 ··························································· 各 300 円

우렁차 ･･･････････････････････････････････････････････････ 300 엔
デザート

【디저트】
ふるふる杏仁豆腐 ･････････････････････････････････････････････････････････ 300 円

살구씨제리 ····································································· 300 엔
アイスクリーム ･････････････････････････････････････････････････････････各 300 円

아이스크림 ････････････････････････････････････････････････ 300 엔
(きな粉と黒蜜・ブルーベリーソース・ストロベリーソース）
(콩가루와흑밀・블루밸리소스・딸기소스)

冷酒
日本酒

【레이슈】

【일본술】

生貯蔵酒 佐渡蔵 300ml······················································ 600 円

日本酒名

일본술이름
八海山

日本酒度

일본술 알콜함량

甘口(-5)← 0 →＋辛口(＋15)

단맛(-5)← 0 →매운맛(＋15)
上品な辛さと淡麗な味わい

핫까이산 ·················· ＋5 ································· 고상한 매운 맛과 상쾌한 맛
久保田（千寿）

スッキリした辛口
쿠보타(센쥬) ············ ＋6 ··················································· 산뜻한 매운맛
〆張鶴（花）
軽快でスッキリした味わい

시메하리쯔루 ············ ＋4 ············································ 경쾌하고 산뜻한 맛
越乃景虎（龍）

さらりとした味わい。飲み干すほどに又飲みたくなる
코시노카게토라·········· ＋3 ·················· 시원한 맛. 마셔도 또 마시고 싶어진다.
北雪（純米酒）
スッキリした切れ味の純米酒
호쿠세쯔(순쌀술)······· ＋6 ········································· 산뜻하고 맵짠 준쌀술
弐乃 越州
味の膨らみと、後味のキレが良い
니노 에슈 ··············· ＋4 ······················ 맛의 부프러짐과 매운 뒤맛이 좋다.
金鶴
どんな料理にも相性ピッタリ
킨쯔루····················· ＋3 ································· 어떠한 요리와도 잘맞는다.
朝日山（千寿盃）
のどごし良い淡麗辛口
아사히야마 ··············· ＋5 ························ l 목에 잘 넘어가는 상쾌한 매운 맛
菊水の四段仕込
淡麗辛口
욘단지꼬미 ················+5 ··············································· 상쾌한 매운 맛
北雪佐渡の鬼ごろし

正一合各 720 円
世界トップクラスの辛口
호쿠세쯔사도의 오니고로시・･･･＋16.5 ······················ 세계최고의 매운 맛

720 엔

나마쬬조슈 사도조 300ml ···················································· 600 엔
冷酒 生貯蔵酒 天の夕鶴 300ml ･･････････････････････････････････････････････ 800 円
레이슈 나마쬬조슈 아마노유즈루 300ml ·································· 800 엔
冷酒 生貯蔵酒 北雪 純米吟醸原酒 四合瓶 ······························· 2,500 円
레이슈 나마쬬조슈 호쿠세쯔 준마이긴조 겐슈…………………… 2500 엔

【병술】
北雪 大吟醸 300ml･･････････････････････････････････････････････････････････ 890 円

호쿠세쯔 다이긴조 300ml ················································· 890 엔
燗酒

【따뜻한 술】
北雪 金星 一合(180ml) ････････････････････････････････････････････････････ 320 円
二合(360ml)···················································· 600 円

호쿠세쯔 킨보시 ·························································· 320 엔/컵
600 엔/두컵
ふぐひれ酒（つぎ
酒 320 円） ······························································· 750 円

후구히레술 ····································································· 750 엔

*긴조슈: 40%이상 쌀을 사용하여 빚었습니다.
*다이긴조슈: 50%이상 쌀을 사용하여 빚었습니다.
*준마이긴조: 100% 쌀을 사용하여 빚었습니다.
*나마쬬조슈: 신선도를 보존하여 저장된 술

