
飲みもの

茶

二煎目、三煎目と味わいの変化をお楽しみください

当店は国産の飲みもの類を扱っております。

日本には素晴らしい生産者が全国にいらっしゃいます。

そして近年、外国のコピーではない、日本人が日本人の為に作っ

ている、日本らしいアルコール類が増えており、その個性により

国内外で大変評価も上がっております。

是非国産のグラスや器でお召し上がり下さい。



煎茶

ほうじ茶

釜炒り茶

和紅茶

和烏龍茶

阿波晩茶

玉露

抹茶

季節のお茶　

〈すべてお菓子付〉

¥1,000～

¥1,000

¥1,000

¥1,000

¥1,000

¥1,000

¥1,000

¥1,500～

¥1,200～

渋み、甘味どちらの要素もバランスよく楽しめます。 自家製レモンスカッシュ／オレンジスカッシュ ¥600

広島県尾道産の無農薬果汁。柑橘の自然な香りを活かした甘さ控えめのスカッ
シュです。

洋紅茶に比べて香りが穏やか。しかし余韻は長く、旨味もしっかりと感じる
ことができます。

中国のものに比べるとフレッシュでみずみずしい印象。 食中のお茶としてもオ
ススメです。

乳酸菌発酵の加わった徳島県の特産茶。 香りに個性がありますが飲み口はと
てもすっきり。

覆いの下で栽培することにより旨味成分が煎茶などに比べ圧倒的に多く含ま
れています。

エスプレッソコーヒー感覚でクイっと！ 茶の香りと味を丸ごといただくような
贅沢な一杯。

季節や仕入れ状況などによってその時の “イチオシ” を提供させていただい
ております。

釜入りの工程で加わる“火香（ひか）”と呼ばれる甘くほのかな芳香が特長です。

香り高くすっきりとした飲み口。おむすびとの相性がバツグンです。

ソフトドリンク

有機生姜のジンジャーエール ¥600

小豆島ホームメーカーズ製のふんわりとスパイスの効いたジンジャーシロップを
使用しています。

奥会津金山 天然炭酸の水 ¥600

一般的な炭酸水に比べて口当たりがとてもまろやか。やさしい微発泡の天然水
です。

青森県産リンゴ果汁100%ジュース“希望の滴” ¥400

さらりとした明るい甘さが特徴的。しぼったまんまのストレートジュースです。



¥700 ¥1300

ヴァイツェン  

ALL ¥900

一合グラス

ほのかな酸味と柔らかな小麦の香り、苦味の少ないすっきりとした仕上がりです。

クラフトビール

日本酒

IPA
ホップ由来の柑橘を思わせる香りが広がる爽やかな一本。　

アルト
濃色麦芽由来の香ばしい香りと、甘味。食中でもバッチリなブラウンエールです。
　

京都 /山本本家「松の翠」純米大吟醸

¥700 ¥1300宮城 /平孝酒造「日高見」超辛口純米酒 

¥800 ¥1500長野 /大信州酒造「大信州」超辛口純米吟醸 

新潟 /八海醸造「ライディーン」

クラフトビール／日本酒は、日替りのラインナップもご紹介しております。
よろしければお客様のお好みをお教えください。

¥800

グラス
グラスワイン　

山梨/勝沼醸造「アルガブランカクラレーザ」

¥800北海道 /北海道ワイン「ツヴァイゲルト」

その他、ボトルワインを後のページでご紹介しています。

38°

ALL ¥1000

ウィスキーハイボールのような感覚で楽しめる “紅映梅” の香り豊かな一本。

果実酒

20°
38°に比べ度数 /味わいともに親しみやすさのある微糖梅酒です。

 19°
オーク樽で３年熟成を加えた微糖梅酒。甘やかなバニラ香が◎。

〈 梅酒 〉

〈 ゆず酒 〉

福井/エコファームみかた「BENICHU」

京都/山本本家  にごりゆず酒「柚子想い」
甘さ・アルコール控えめの親しみやすい柚子酒。ロックはもちろんソーダ割         
りでも。



¥850

焼酎

宮崎/雲海酒造「日向 古秘」

¥900鹿児島 /小牧醸造「一尚」シルバー

¥900鹿児島 /小牧醸造「紅小牧」

¥1000宮崎 /雲海酒造「日向 木挽」

¥1100宮崎 /雲海酒造「甕匠」

¥1100鹿児島 /田苑酒造「田苑  Envelhecida」

〈芋〉

¥850長崎 /壱岐の華酒造「昭和仕込み」

¥950長崎 /壱岐の華酒造「無一物」

¥1000長崎 /壱岐の華酒造「華秘伝」

¥1000宮崎 /雲海酒造「綾 SELECTION」

¥1100宮崎 /黒木本店「百年の孤独」

〈麦〉

¥850鹿児島 /小政醸造「メローコヅル」

¥1000青森 /西田酒造「田酒」

〈米〉

¥1000奄美大島 /山田酒造「長雲  一番橋」

一日漬け ¥1000
二日漬け ¥1100

COYOTEさんと作ったコーヒー焼酎
ライトブラウン／ブラウン 

¥1800サントリー「響」 Japanese Harmony

¥1800サントリー「響」 Blender's Choice

¥850サントリー「知多」

¥1200サントリー「季」

¥1500サントリー「山崎」

¥1300サントリー「Ao 」

¥1000埼玉 /ベンチャーウィスキー「Ichiro's Malt&Grain」

¥1000鹿児島 /本坊酒造「MARS  越百」

¥1300ニッカ「FROM THE BURREL 」

〈黒糖〉

〈珈琲〉

ウイスキー



米と麹のみで仕込んだ、瓶内二次発酵の新しい日本発の乾杯酒

¥1100

ラム

滋賀/竹寅株式会社「NINE LEAVES」

¥1100奄美 /高岡醸造「ルリカケス」

¥1100

ジン

東京/虎ノ門蒸留所「八丈島の月桃とパッションフルーツ」

¥1100鹿児島 /西酒造「尽 tsukusu」

¥1000サントリー「ROKU 六」

¥1100和歌山/中野BC「Kozue」

¥1300京都 /京都蒸留所「季の美」

¥1200鹿児島・小政醸造「Komasa Gin Hoji」

¥1300京都/京都蒸留所「季の糖」

¥1100奈良 /大和蒸留所「KIKKA GIN」

¥1300奈良 /大和蒸留所「KIKKA GIN」追想

¥1500岐阜 /辰巳蒸留所「ティーリーフ (4th) 」

¥1500岐阜 /辰巳蒸留所「キンモクセイ (4th) 」   

¥１6０0

¥１6０0

スピリッツ

岐阜/辰巳蒸留所「オレンジ (4th) 」  

岐阜 /辰巳蒸留所「72 ボタニカル (3rd)」

あわ酒

新潟/八海醸造「あわ 八海山」

新潟/八海醸造「あわ 八海山 白麹」

¥5500 ¥10000

フルハーフ

¥7500 ¥14000

青森 /八戸酒造「8000 DRY SPARKLING」 ¥16000



ワイン

¥7500ラグランドコリーヌ「ミュスカダレクサンドリ2020」

¥9500安心院ワイナリー「安心院スパークリング NV」

〈 泡 〉

¥4800勝沼醸造「アルガブランカ　クラレーザ 2018」

¥5000ヒトミワイナリー「スチューベン2019」

¥7500中原ワイナリー「BOW! 2019」

¥8500ドメーヌ・ポンコツ「まどぎわ2019」

¥9500グレイスワイン「GRACE 甲州 菱山畑 2017」

¥10000SAYS FARM「SAYS FARM CHARDONNAY 2019」

¥15000ラグランドコリーヌ「小公子19」

¥20000中央葡萄酒「キュヴェ三澤 明野甲州2018」

¥7500
ココ・ファーム・ワイナリー

「こことあるシリーズ ぴのぐり 2018」

¥6000
シャトー酒折ワイナリー

「Koshu Barrel aged i-vines vineyard 2018」

〈 白 〉

ワイン

¥7000共栄堂「K19FY-DD」

¥6500ヒトミワイナリー「キュベY2018」

¥15000
胎内高原ワイナリー

「RAD Chardonnay×Zweigelt×Merlot2018」

¥6000
シャトー酒折ワイナリー

「マスカットベリーA クレーレ2019 i-vines vineyard」

〈 オレンジ&ロゼ 〉

¥4800北海道ワイン「ツヴァイゲルト2018」

¥5000四恩醸造「薔薇NV」

¥5500ラグランドコリーヌ「ルカノンルージュ2018」

¥6000ココ・ファーム・ワイナリー「農民ロッソ2019」

¥6000シャトー勝沼「鳥居平今村 菱山 樽熟成 ルージュ」

¥9500仲村わいん工房  「がんこおやじの手造りのわいん」

¥12000IRENKA  「Pinot Noir 2018」

¥12000Meglot  「Fattoria AL FIORE Rosato 2018」

¥6000
シャトー酒折ワイナリー

「マスカットベリーA 否樽熟成2019 honobe vineyard」

¥12000
シャトー酒折ワイナリー

「マスカットベリーA 樽熟成 キュヴェ・イケガワ2016」

〈 赤 〉



食後の一杯

¥500京都 /木下酒造「玉川 Time Machine」

¥500岩手 /南部美人「ALL KOJI」

¥800岩手 /南部美人「ALL KOJI Special Vintage」

〈 日本酒 〉

¥1000青森 /西田酒造店「田酒」

¥1000滋賀 /笑四季酒造「笑四季 2020-21 MONSOON 吟吹雪」

¥1200福井 /黒龍酒造「黒龍」

〈 貴醸酒 〉

¥1800ラベンダー　

¥2000ハッカ (3rd) 

¥1800ハッカ (4th) 

¥20002020年美並地区ニガヨモギ他ボタニカル七種 

〈 アブサン 〉岐阜 /辰巳蒸留所

テイスティンググラス
50ml



食べもの

日本には素晴らしい生産者さんが全国にいらっしゃいます。

私たちは素材を扱う現場に直接訪れることを大切にしており、

皿の上に乗っている素材それぞれが持っているストーリーごと

お客様にお伝えすることを目的としています。

おいしいものをシンプルな調理法で、国産のお茶やお酒と一緒に

楽しんでいただければ幸いです。

月々

京都ぽーくと竹の子鍋 ¥2200

京都ぽーくの脂のうまみと竹の子の豊かな春の香りが広がります。

桜葉鯛フライとフライドポテト ¥1200

桜の香りをまとった鯛フライのフィッシュ&チップスです。

春キャベツソテーとへしこ ¥780

柔らかい春キャベツをたっぷり、へしこの塩味でキリッと味を引き締めています。



夜々

おばあちゃんのたくあん ¥300

波平店長のおばあちゃんが佐渡島から毎年暮れに送ってくれるおいしいたくあ
んです。

梅干し ¥100

淡雪塩 ¥50

アテな醤油こうじ ¥300

自家製の醤油こうじをお酒のお供に、角の立ちすぎないどっしりとした塩味。

ごま豆腐の味噌漬け ¥300

ごま豆腐をつぶ味噌につけること数ヶ月…優秀なおつまみに成長しました！

鯖のへしこ ¥800

福井県小浜のかどのさん謹製。まったりとした鯖のオイルと、適度な塩味。

大阪屋さんのまめ菓子 ¥100

どこか懐かしい鹿児島の大阪屋さんのまめ菓子各種。セットは 300 円！お得！

年々

焼いた胡麻豆腐 ¥600

外はカリッと、中はトロッと。

若狭サーモン塩麹マリネ ¥1100

自家製塩麹でマリネして熟成を加えた一品。

菜っぱとお揚げさん炊いたん ¥500

その時期のおいしい菜っぱをお出汁でサッと炊きました。

ゆばメンチ ¥980

熟成肉を濃厚ゆばで巻いて、パリッと仕上げました。

“そ”のフライドチキン ¥800

京都産地鶏を自家製醤油麹で香ばしく。
半熟卵を＋200 円でトッピングもおすすめ。

土鍋で炊いた塩むすび（２ケ） ¥700

ご用意に30 分程いただいております。ご注文はお早めに。

前菜5種盛り合わせ ¥1500

年 と々夜々のメニューを中心に日替わりの内容をご用意しております。


