
トッピング

ラストオーダー：4時45分

ご飯
150円（税抜）

お味噌汁
50円（税抜）

定食セット
180円（税抜）

若鶏の唐揚げ若鶏の唐揚げ
580円（税抜）

定番
小腹が
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ご
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緒
に
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が
で
す
か
？

セ
ッ
ト

深夜1時～

朝５時まで

麺

酒
の

肴オニオンリングオニオンリング
550円（税抜）

フライドポテトフライドポテト
360円（税抜）

ポテトサラダポテトサラダ
360円（税抜）

冷やしトマト冷やしトマト
520円（税抜）

冷や奴冷や奴
290円（税抜）

おつまみメンマおつまみメンマ
380円（税抜）

えだまめえだまめ
350円（税抜）

お新香お新香
350円（税抜）

白菜キムチ白菜キムチ
380円（税抜）

砂肝の塩焼き砂肝の塩焼き
390円（税抜）

しらすおろししらすおろし
400円（税抜）

牛すじの煮込み牛すじの煮込み
490円（税抜）

まぐろぶつまぐろぶつ
650円（税抜）

もろきゅうもろきゅう
350円（税抜）

醤油ラーメン醤油ラーメン
650円（税抜）

たぬきうどんたぬきうどん
640円（税抜）

ビーフカレービーフカレー
690円（税抜） 生ニンニク 140円（税抜）

白ネギ 190円（税抜）
おにぎり（鮭・梅）おにぎり（鮭・梅）

330円（税抜）
辛ネギ 190円（税抜）

う
ど
ん

カ
レ
ー

わかめうどん 640円（税抜）
月見うどん 640円（税抜）

おいなり（２ヶ）おいなり（２ヶ）
150円（税抜）

仔牛骨と牛肉筋のフォンドヴォーを
ベースに新鮮野菜を組み合わせた
特製欧風カレー

氷イチゴ 450円（税抜）
氷スイ 450円（税抜）
氷メロン 450円（税抜）
氷ミルク 500円（税抜）

氷あずき 500円（税抜）
氷宇治抹茶 500円（税抜）
氷宇治抹茶金時 550円（税抜）
ミルクトッピング 100円（税抜）

デザート

★

320円（税抜）チャーシュー（３枚）

お飲み物メニューは裏面
20171201



※表示価格は税抜です

お飲み物メ
ニュービール

ハイボール

ホワイトホースハイボール 420円

ウイスキー

ホワイトホース グラス 420円
ボトル・700ml 2,500円

オークマスター樽薫る グラス 450円

ローヤル ボトル・660ml 5,500円
ボトル・640ml 2,900円

オークマスター樽薫るハイボール 450円
レジェンドハイボール 420円

キリン一番搾り 樽詰生ビール

大生ビール 880円
中生ビール 540円
小生ビール 400円

キリンラガー 中瓶 600円
キリンゼロイチ 小瓶 380円

［ノンアルコールビール］

【ロック・水割り】（キープ３ヶ月）

梅酒/果実酒

梅酒 グラス 420円
杏露酒（シンルチュウ） グラス 420円

【ロック・ソーダ割り】

日本酒

豪快辛口［熱燗・冷］ 1合・180ml 480円

本醸造豪快生酒 300ml 690円

澪 150ml 600円

澪DRY 150ml 600円

うすにごり酒
辛口豪快［熱燗・冷］

1合・180ml 500円

焼酎

純 グラス 420円
ボトル・720ml 1,900円

眞露 ボトル・720ml 2,500円
飲みきり ハーフボトル・375ml 1,380円

レジェンドプレミアム ボトル・720ml 2,500円

【ロック・水割り・ハイボール】（キープ2ヶ月）

甲 類

黒よかいち グラス 450円
ボトル・720ml 2,200円

いいちこ ボトル・720ml 2,500円
二階堂 吉四六 壺 ボトル・720ml 5,000円

麦 類

一刻者 グラス 520円
ボトル・720ml 3,300円

黒甕 ボトル・720ml 2,800円

芋 類

★センターオリジナル！

サワー

酎ハイ 450円
ウーロンハイ 450円
梅ごのみサワー 450円
青リンゴサワー 450円
巨峰サワー 450円

健康サワー 660円
★丸ごと1個生搾り！

生レモンサワー 500円
生グレープフルーツサワー 600円

ワイン

ご一緒に

ワイン［赤・白］

フロンテラ

ワイン［赤・白］
　　　ピッチャー

グラス 380円

シャルドネ［白］チリ
ハーフボトル
375ml 980円

カベルネ・ソーヴィニヨン
［赤］チリ

ハーフボトル
375ml 980円

500ml1,280円

ソフトドリンク
コーラ 260円
オレンジジュース 260円
メロンソーダ 260円

カフェドリンク
アイスコーヒー 260円
ホットコーヒー 260円
アメリカン［ホットのみ］ 260円

レモンスカッシュ 260円
ウーロン茶 260円
オロナミンC 260円
トマトジュース 360円

健康ドリンク 460円
ミネラルウォーター 240円

コーラフロート 510円
オレンジジュースフロート 510円
メロンソーダフロート
　　　　　　　　（クリームソーダ）

510円

レモンスカッシュフロート 510円
コーヒーフロート 510円

★センターオリジナル！

500ml

◆　  のついたメニューはダブル（アルコールが倍）に
　できます。 （価格は2倍となります。）

◆　  のついたメニューは2杯分をジョッキにて提供
　できます。（価格は2倍となります。）

氷セット 100円
炭酸水 500ml 260円

レモンスライス［一個分］ 200円
梅干し［南高梅一粒］ 110円

ウーロン茶ピッチャー
500ml 450円

ピッチャーはこちらの形状で
ご提供いたします▶

こだわりの一杯。
丁寧に、そして手間暇をかけた生ビールです。

「クリーミーな泡」までお楽しみください。
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