
こだわり抜いた世界各国のビールをご用意。

ナポリピッツァや、お料理との相性抜群です。

BEER

Y

IBUとは
IBUは「International Bitterness Units」の略語で、
日本語では「国際苦味単位」といいます。
苦味の程度を測る数値で、ビールを選ぶ基準の参考にしてください。
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We never sell alcoholic beverages to customers under the age of 20. We do not serve alcohol to a customer who will  be driving.
There is an additional cover charge of ¥450 per adult,  tax included.



ON TAP 「オンタップ」は、ビールサーバーにつながってるという意味で、
サーバーからグラスに注いで提供いたします。

キリン　一番搾り
日本IBU:21/ALC:5%
ラガー：ピルスナー

Kirin Ichiban Shibori

麦のおいしいところだけ。醸造家のこだわりで造られました。
䢠600［glass］

ブルックリンラガー ドラフト
アメリカIBU:33/ALC:5%
ラガー：アンバー

Brooklyn lager draft

NYCのクラフトビール。花のようなホップの香りとモルトの深い味わい、
後味のキレは料理を選びません。

䢠780［glass］

Y

(⛯㎸䢠660)

(⛯㎸䢠㻤㻡㻤㻕

LAGER 低温でゆっくりと下面発酵される、淡麗辛口タイプのビール。
国や銘柄によって、さらに種類が分類され、味わいに違いが現れます。

コロナ・エキストラ
メキシコIBU:19/ALC:4.5%
ピルスナー

Corona Extra

テキーラのようにライムと塩で味わうメキシコ発リゾートビール。
このビールは「立って飲むのがお行儀です。」

䢠800［bottle］ (⛯㎸䢠880)

バドワイザー
アメリカIBU:10/ALC:5%
ピルスナー

Budweiser

世界で一番売れているビールと言われる。
独自製法で飲みやすさを追求したクリアな味わい。

䢠㻢㻡㻜［bottle］ (⛯㎸䢠㻣㻝㻡㻕

ブルックリンラガー
アメリカIBU:33/ALC:5%
アンバーラガー

Brooklyn lager

NYCのクラフトビール。花のようなホップの香りとモルトの深い味わい、
後味のキレは料理を選びません。

䢠800［bottle］ (⛯㎸䢠880)

ハイネケン エクストラコールド
オランダIBU:23/ALC:5%
ピルスナー

Heineken Extra Cold

世界190ヵ国で愛されるヨーロッパNO.1ビール。
０℃以下の極冷温度で楽しめるフルーティーでリッチな味わい。

䢠760［bottle］ (⛯㎸䢠836)



ALE 常温で時間をかけずに上面発酵される、芳醇旨口のタイプのビール。
国や銘柄によって、さらに種類が分類され、味わいに違いが現れます。

パウラーナー  ヘフェヴァイスビア
ドイツIBU:12/ALC:5.5%
ヴァイツェン

Paulaner Hefe Weissebier

バナナ、クローブのフルーティーさとスパイスの利いたドイツを代表する白ビール。
FCバイエルンミュンヘンのメインスポンサー。

䢠850［bottle］ (⛯㎸䢠935)

ヒューガルデン ホワイト
ベルギーIBU:9/ALC:4.9%
ベルジャンホワイト

Hoegaarden White

「WORLD BEER CUP」にて通算6回金賞を受賞。
世界を魅了したベルギーホワイトは、ぜひビールをあまり飲まない方に。

䢠780［bottle］ (⛯㎸䢠858)

アメリカIBU:55/ALC:5.9%

グースアイランド　IPA インディアンペールエール
Goose Island IPA

しっかりとしたホップの後味と夢のようなフルーティーな香り。
チーズや揚げ物、クアトロフォルマッジと一緒に。

䢠850［bottle］ (⛯㎸䢠935)

日本IBU:33/ALC:7%

ブルックリン ソラチエース セゾン
Brooklyn Sorachi ACE

北海道空知郡が起源のホップ「ソラチエース」を使ったセゾン。
爽やかなハーブを思わせる香りはスパイスの利いた料理と。

䢠800［bottle］ (⛯㎸䢠880)

(⛯㎸䢠935)䢠850

モレッティ
イタリアIBU:12/ALC:4.5%
ピルスナー

Moretti

1859年創業のイタリアで最も古い歴史を持つビールメーカーのひとつ。
フレッシュさとまろやかさが心地よいクラシックな味わい。

䢠700［bottle］ (⛯㎸䢠770)

アジェンデ ザ・デッドビールIPA
メキシコIBU:62/ALC:6.2%
クラフトビール

Agende The Dead Beer IPA

モルト由来の松や樹脂の香り、シトラスホップをはじめとする
ホップ由来の柑橘イエローピーチやアプリコットなどの核果のアロマがある。

䢠980［bottle］ (⛯㎸䢠1,078)
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There is an additional cover charge of ¥450 per adult,  tax included.

サンクトガーレン YOKOHAMA XPA
日本IBU:48/ALC:6%
エクストラペールエール

Sankt Gallen YOKOHAMA XPA

濁度0.0000という驚異の透明度を誇る「はまっ子どうし」を仕込み水として使用。
余韻まで残る鮮烈なビター感がクセになります。

䢠900［bottle］ (⛯㎸䢠990)



キリン 零 ICHI
日本
ノンアルコール

Kirin Zero Ichi

キリン独自の一番搾り製法で麦の旨味を引く出しました。
バランスの良い味わいは食事に味を損ないません。

䢠500［bottle］ (⛯㎸䢠550)

Y

ノンアルコールビール。

ギネス エクストラスタウト
アイルランドIBU:47/ALC:5%
スタウト

Guinness Extra Stout

キレのある後味とカカオのような香ばしさと甘さが楽しめる
世界を代表する黒ビール。デザートとの相性は◎。

䢠780［bottle］ (⛯㎸䢠858)

Non-alcoholic

R.T.D R.T.D は Ready to Drink の略で、 瓶や缶のまま飲む飲料です。

レイジーアフタヌーン ルートビア
日本
ノンアルコール

Lazy Afternoon Root Beer

アメリカ市民に根強い人気を誇る国民的ドリンク。
バニラとキャラメルが豊かに香る日本初の国産ルートビア。

䢠600［bottle］ (⛯㎸䢠660)

フェンティマンス ジンジャービア
イギリス
ノンアルコール

Fentimans Ginger Beer

ボタニカル醸造による100年以上も前から守られてきた製法で作られる。
強烈なジンジャーの刺激がクセになります。

䢠850［bottle］ (⛯㎸䢠935)

カリビアン パイナップル
イギリスALC:4%
-

Caribbean Pineapple

カリブ海コスタリカ産のパイナップルを使用。
適度な甘さと爽やかな酸味で気分は常夏のリゾート。

䢠750［bottle］ (⛯㎸䢠825)

マグナーズベリーサイダー
アイルランドALC:4%
-

Magners Berry Cider

新鮮なラズベリー、ストロベリー、黒スグリをブレンド。
見た目も鮮やかでベリー系の爽やかなフレーバーのサイダー。

䢠800［bottle］ (⛯㎸䢠880)

シメイ レッド
ベルギーIBU:20/ALC:7%
トラピスト

Chimay Red

カシスのようなフルーティーな香味と円熟されたコクと爽やかな味わいのバランスが
心地よい修道院ビールのトップブランド。

䢠900［bottle］ (⛯㎸䢠990)


