◎ 充実のおつまみとお酒で
夜は居酒屋としても
お楽しみいただけます。

肴・酒

四ヶ町店

えだまめ

280（税別）

フライドポテト 230（税別） チーズフライドポテト 280（税別）
湯葉の刺身 260（税別）
大盛りフライドポテト 360（税別）

ごぼうの唐揚げ 330（税別）

【ビ一ル】

キリン一番搾り生..............（中ジョッキ）550（税別）
（グラス）350
（税別）

キリンクラシックラガー............（中瓶）580（税別）
アサヒスーパードライ...............（中瓶）580（税別）

揚げ出し豆腐 280（税別）

じゃこ天ぷら 290（税別）

フライドチキン 380（税別） ちょっと天ぷら 390（税別）

にらたま 350（税別）

ノンアルコール飲料
キリン ゼロイチ ................................ 380（税別）

【日本酒】

清 酒..........................................（一合）390（税別）

【冷酒】

（二合）
580（税別）

生貯蔵酒.................（ミニグラス・120㎖）390（税別）

運転OK！アルコール0.00％

フライドポテトとソーセージ
チーズスティック

380（税別）

厚切りベーコンとフライドポテト

550（税別）

いかげその唐揚げ 430（税別） 鶏皮せんぺい 430（税別）

430（税別）

360（税別）

カニクリームコロッケ

豚肉と根菜の黒酢炒め650（税別） 牛焼肉 680（税別）

やきとり

480（税別）

ローストビーフ 490（税別）

自家製
豆腐

すくい豆腐 380（税別）

ネギマ（タレ・2本）360（税別）

すっきり梅酒...........（ミニグラス・120㎖）390（税別）
梅酒ソーダ......................................... 390（税別）

つくね（タレ・2本）360（税別）

飲み放題

880（税別）

お肉は柔らかくするために
牛脂を加える加工をしています。

（ミニボトル・187㎖）580
（税別）

やきとり4本盛（タレ） 690（税別）

（モモ串・ネギマ・皮串・つくね各1本）

やわらかおはしステーキ

レモンステーキ 980（税別）

お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

やきとり8本盛（タレ） 1,380（税別）

（モモ串・ネギマ・皮串・つくね各2本）

和風ステーキ 980（税別）

キャベツサラダ 170（税別）

お得！
（フルボトル・750㎖）1,280
（税別）
白ワイン...............

（ミニボトル・187㎖）580
（税別）

※残ったワインはお持ち帰りできます。
※ボトルキープはご容赦ください。

お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

たっぷりキャベツのサラダに
甘口のサウザンアイランドドレッシングで。

（グラス）350
（税別）

伊佐錦（芋）鹿児島..............（五合瓶）1,800（税別）

（グラス）360
（税別）

お得！
（フルボトル・750㎖）1,280
（税別）
赤ワイン...............

99ステーキ 990（税別）

（グラス）350
（税別）

黒白波（芋）鹿児島..............（五合瓶）1,800（税別）

【果実酒】

【ワイン】

お刺身盛合せ 890（税別）

（グラス）320
（税別）

思案橋（麦）長崎.................（五合瓶）1,680（税別）

（グラス）350
（税別）

和風ハンバーグ 730（税別）

680（税別）

庄屋（麦）長崎.....................（五合瓶）1,600（税別）

（グラス）360
（税別）

皮串（タレ・2本）360（税別）

お刺身三品盛り 590（税別）

ライムチューハイ................................ 300（税別）
青リンゴチューハイ............................ 300（税別）
カルピスチューハイ. .......................... 300（税別）
巨峰チューハイ.................................. 300（税別）
梅チューハイ...................................... 300（税別）
ウーロンハイ. ..................................... 300（税別）

.
壱岐スーパーゴールド
（麦）長崎（四合瓶）
1,880（税別）

モモ串（タレ・2本）360（税別）

かつとじ 530（税別）

チキンステーキおろしソース

有頭エビフライ 580（税別）

【チューハイ】

残ったボトルはお持ち帰りできます。
ボトルキープ3ヶ月間有効。

白岳しろ
（米）熊本..............（四合瓶）1,880（税別）

サラダ

※お刺身の内容は仕入れによってかわる場合がございます。

海老マヨ 480（税別）

【焼酎】

チーズリングタワー

ドリンクバー190（税別）
お料理（デザート含む）
ご注文の方

●ドリンクバーのみのご利用 300（税別）
●おこさまドリンクバー 100（税別）
※対象／４才から小学校６年生まで。
※３才以下のお子さまは無料です。
※おこさまドリンクバーには、
「ドリンクバーサービス券」
は
ご利用できません。
●お一人様ごとにご注文いただきますようお願いします。
●カップとグラスはドリンクバーにご用意いたしております。

【ウイスキー】
わかめとレタスのサラダ。

ちょっとサラダ

180（税別）

いろいろ野菜と豆腐を
香ばしい焙煎ごまドレッシングで。

豆腐のゴマドレサラダ

360（税別）

エビ、
イカ、
ホタテと海草をトッピング。
和風ドレッシングで。

海の幸サラダ 680（税別）

角ハイボール...................................... 390（税別）
角シングルグラス............................... 360（税別）

四ヶ町180830S

※20才未満の方のお酒のご注文はできません。 ※お車を運転される方の飲酒はお断りします。

◎ 充実のおつまみとお酒で
夜は居酒屋としても
お楽しみいただけます。

肴・酒

浜町店

えだまめ

280（税別）

フライドポテト 230（税別） チーズフライドポテト 280（税別） じゃこ天ぷら 290（税別） ごぼうの唐揚げ 330（税別）
大盛りフライドポテト 360（税別）

【日本酒】

【ビ一ル】

キリン一番搾り生...............（中ジョッキ）550（税別）

（グラス）350
（税別）

（税別）

チーズスティック

3
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にらたま 350（税別）

フライドチキン 380（税別） フライドポテトとソーセージ

厚切りベーコンとフライドポテト

380（税別）

いかげその唐揚げ 430（税別）

鶏皮せんぺい 430（税別）

キリンクラシックラガー.............（中瓶）580（税別）
アサヒスーパードライ................（中瓶）580（税別）

550（税別）

チーズリングタワー

430（税別）

清 酒...........................................（一合）390（税別）

【冷酒】

生貯蔵酒..................（ミニグラス・120㎖）390（税別）

ノンアルコール飲料
キリン ゼロイチ ................................. 380（税別）
運転OK！アルコール0.00％

有頭エビフライ 580（税別）

カニクリームコロッケ

480（税別）

【焼酎】
【チューハイ】

豚肉と根菜の黒酢炒め

650（税別）

海老マヨ 490（税別）

牛焼肉 680（税別）

チキンステーキおろしソース

和風ハンバーグ 750（税別）

モモ串（タレ・2本）360（税別）

皮串（タレ・2本）360（税別）

やわらかおはしステーキ 930（税別）
お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

99ステーキ 990（税別）

クラブハウス
サンドイッチ 730（税別）

680（税別）

やきとり

海老のチリソース 590（税別）

ローストビーフ 520（税別）

ネギマ（タレ・2本）360（税別）

【果実酒】

すっきり梅酒............（ミニグラス・120㎖）390（税別）

飲み放題

ドリンクバー190（税別）
お料理（デザート含む）
ご注文の方

和風ステーキ 990（税別）

【ワイン】

お得！（フルボトル・750㎖）
赤ワイン................
1,280（税別）

（ミニボトル・187㎖）580
（税別）

やきとり4本盛（タレ） 690（税別）

（モモ串・ネギマ・皮串・つくね各1本）

お得！（フルボトル・750㎖）
白ワイン................
1,280（税別）

やきとり8本盛（タレ） 1,380（税別）

（モモ串・ネギマ・皮串・つくね各2本）

レモンステーキ 1,180（税別）

（グラス）350
（税別）

黒白波（芋）鹿児島................（五合瓶）1,800（税別）

（グラス）350
（税別）

つくね（タレ・2本）360（税別）

お肉は柔らかくするために
牛脂を加える加工をしています。

サラダ

洋風おはしプレート 980（税別）

ピーチサワー....................................... 390（税別）
グレープフルーツサワー..................... 390（税別）

残ったボトルはお持ち帰りできます。
※ボトルキープはご容赦ください。
思案橋（麦）長崎...................（五合瓶）1,680（税別）

（ミニボトル・187㎖）580
（税別）

●ドリンクバーのみのご利用 300（税別）
●おこさまドリンクバー 100（税別）
※対象／４才から小学校６年生まで。
※３才以下のお子さまは無料です。
※おこさまドリンクバーには、
「ドリンクバーサービス券」
は
ご利用できません。
●お一人様ごとにご注文いただきますようお願いします。
●カップとグラスはドリンクバーにご用意いたしております。

※残ったワインはお持ち帰りできます。
※ボトルキープはご容赦ください。

お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

【ウイスキー】

浜町店180630S

角ハイボール....................................... 390（税別）

キャベツサラダ 170（税別） 豆腐のゴマドレサラダ

360（税別）

ローストビーフサラダ

480（税別）

アメリカンサラダ 630（税別）

海の幸サラダ 680（税別）

※20才未満の方のお酒のご注文はできません。 ※お車を運転される方の飲酒はお断りします。

