
Whisky
NIKKA
MALT WHISKY
モルトウイスキー

TAKETSURU PURE MALT 40ml ￥８５０++
竹鶴ピュアモルト

SINGLE MALT YOICHI 40ml ￥１,０００++
シングルモルト 余市

BLENDED WHISKEY
ブレンデッドウイスキー

SUPER NIKKA                          40ml ￥６００++
スーパーニッカ

BLACK NIKKA Deep Blend 40ml ￥５００++
ブラックニッカ ディープブレンド

THE NIKKA Tailored 40ml ￥８５０++
ザ ニッカ

AKKESHI 40ml ￥３,０００++

厚岸 NEW BORN FOUNDATIONS ４

Beer
Sapporo Classic (Draft)                 Glass ￥７００++
サッポロ クラシック(生)
北海道限定の麦芽100％生ビール

スッキリとした飲みやすさは、

ドイツ古来の醸造法から生み出された

コクと飲みやすさを両立したビール

Otaru Beer / Pilsner 330ml ￥７５０++
小樽ビール ピルスナー
新鮮な最高級アロマホップをふんだんに使った、

美しい色と華やかな香り

なめらかな喉ごしと軽やかな飲み心地

Otaru Beer / Weiss 330ml ￥７５０++
小樽ビール ヴァイス
ドイツ語で小麦を表す「ヴァイス」

小麦麦芽を５０％以上使った

黄金色のバナナの香りが特徴

別名バナナビールとも呼ばれる

Otaru Beer / Dunkel 330ml ￥７５０++
小樽ビール ドンケル
ローストカラメル麦芽を使用した

クリーミーな泡立ちと深い色合、

カラメルフレーバーが特徴

BROOKLYN SORACHI ACE 355ml ￥１,０5０++
ブルックリン ソラチエース
北海道で生まれ、アメリカ育ちのホップを

１００％使用した話題のビール。

爽やかでトロピカルな香りが特長のビール

Non-Alcoholic Beer （ALC.0.00%） 334ml ￥５００++
ノンアルコールビール （アルコール分0．00%）

Beer
Fruit Brewing

Niagara Ale 330ml ￥７５０++
ナイアガラエール
北海道余市産のぶどう（ナイアガラ）を使用

白ワインの様なすっきりとし

ジューシーな味わいのビール

Cherry & Berry 330ml ￥７５０++
チェリー&ベリーエール
北海道余市産のさくらんぼ、ラズベリー

ブルーベリー、ストロベリーを使用した

甘酸っぱいビール

Pear Lager 330ml ￥７５０++
ペアラガー
北海道余市産のペア（洋なし）を使用した

ジューシーなビール

North Island Beer

Weizen 330ml ￥７５０++
ヴァイツェン
北海道江別産の小麦 「ハルユタカ」 を使用、

フルーティーな香りとほのかな酸味が特徴

Brown Ale 330ml ￥７５０++
ブラウンエール
カラメル麦芽の香ばしさと

ホップの香味、豊潤な香りとコクがある

Stout                                      330ml ￥７５０++
スタウト
ロースト麦芽の焙煎香とビターチョコレートのような

フレーバーを醸し出した黒ビール

++ 表記の料金には別途、13％のサービス料と10％の消費税を頂戴いたします。

++ Price subject to 13% service charge and 10% government tax.
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++ Price subject to 13% service charge and 10% government tax.

++ 表記の料金には別途、13％のサービス料と10％の消費税を頂戴いたします。

++ Price subject to 13% service charge and 10% government tax.

http://c.af.moshimo.com/af/c/click?a_id=92062&p_id=54&pc_id=54&pl_id=616&url=http://item.rakuten.co.jp/liquorsbest/105207300/&m=http://m.rakuten.co.jp/liquorsbest/i/10021686/
http://c.af.moshimo.com/af/c/click?a_id=92062&p_id=54&pc_id=54&pl_id=616&url=http://item.rakuten.co.jp/liquorsbest/105207300/&m=http://m.rakuten.co.jp/liquorsbest/i/10021686/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9zdG9yZS5zaG9wcGluZy55YWhvby5jby5qcC9saWNhc3RhL3lvaWNoaS1zaW5nbGUtbWFsdC5odG1s;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEwJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1QwX2lTTFI5ZWR2S2M3b210MjM2WGVBUURua0lHdjcwaldYczM1X0lWdGFJdnVMRXhwYS1JMXdjTnJoZwRwAzQ0T0w0NE9ENDRLcklPT0N0Lk9Ecy5PQ3NPT0RxLk9Eb3VPRHEuT0RpQ0RrdlpubHVJSS0EcG9zAzMwBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9zdG9yZS5zaG9wcGluZy55YWhvby5jby5qcC9saWNhc3RhL3lvaWNoaS1zaW5nbGUtbWFsdC5odG1s;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEwJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1QwX2lTTFI5ZWR2S2M3b210MjM2WGVBUURua0lHdjcwaldYczM1X0lWdGFJdnVMRXhwYS1JMXdjTnJoZwRwAzQ0T0w0NE9ENDRLcklPT0N0Lk9Ecy5PQ3NPT0RxLk9Eb3VPRHEuT0RpQ0RrdlpubHVJSS0EcG9zAzMwBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
https://www.miraido-onlineshop.com/images/item/original/2-spnikka_1.jpg
https://www.miraido-onlineshop.com/images/item/original/2-spnikka_1.jpg


Sake Glass          720mlBottle

TAKARAGAWA ￥１,４００++ ￥４,９００++
純米 「宝川」 小樽

北海道限定 Only in Hokkaido

CHITOSE TSURU ￥１,５００++ ￥５,０００++
特別純米 「千歳鶴」 札幌

北海道限定 Only in Hokkaido

KOKUSI MUSOU ￥１,６００++ ￥６,０００++
純米大吟醸 「国士無双」 旭川

ASAHIKAWA ￥１,５００++ ￥５,０００++
純米大吟醸 「あさひかわ」 旭川

500mlBottle

HANA HANA                   ￥７５０++ ￥４,０００++
純米 「花華」 釧路
北海道の花“ハマナス”の酵母で仕込んだ酒

Shochu (Japanese spirits)

Tan Taka Tan (Shiso Shochu) Glass    ￥６００++
しそ焼酎 鍛高譚（たんたかたん）
白糠（しらぬか）町特産の特別に栽培された、

香り高い赤しそを使用

華やかな香り、口中に広がる爽やかな風味

Kon Kane Kan (Kelp Shochu) Glass    ￥６００++
こんぶ焼酎 黄金譚（こんかねたん）
礼文（れぶん）島産のこんぶを使用。

豊かな香りと爽やかな味わいが特長

Go Syo Tan (Potato Shochu) Glass    ￥６００++
じゃがいも焼酎 伍升譚（ごしょたん）
美瑛（びえい）町産のじゃがいもを使用。

豊かな風味とまろやかな味わいが特長

Kiyosato (Potato Shochu) Glass ￥１,４００++
北海道 清里 〈原酒５年〉 ４４°
雑味の少ない美味しい部分のみで蒸留を止め、

焼酎としての限界アルコール度44度に仕上げた逸品。

何も足さない原酒ゆえに味わえる、濃厚なコクと甘み、豊潤な香り

Spirits
9148 #0101 CRAFT GIN 30ml ￥１,０００++

9148 #0101 クラフト ジン
最初にジュニパー、ラベンダーがさわやかな香りを、

その後、ブルーベリーのフルーツの甘い香りと

日高昆布、干し椎茸、切干大根のうまみによる甘い香りと

ジンらしい爽やかさと「あまみ」がバランスよく味わえます。

NIKKA COFFEY GIN 30ml ￥９００++
ニッカ カフェ ジン
和柑橘の爽やかな香りと山椒のスパイシーな香りが調和。

コクを感じさせる甘い口当たり、

ボタニカル由来の香りが広がり重なり合う複雑な味わい

NIKKA COFFEY VODKA 30ml   ￥９００++
ニッカ カフェ ウオッカ
麦芽由来の白い花を思わせるフローラルな香りと、

とうもろこし由来のキャラメルのような

コクのある甘い香りが調和。

やわらかくコクのあるなめらかな口当たり

Soft Drink
APPLE JUICE ￥５００++

北海道産 りんご ジュース

Ribbon CITRON ￥５００++
リボン シトロン

Ribbon NAPOLIN ￥５００++
リボン ナポリン

Ribbon GUARANA ￥５００++
ガラナ スカッシュ

HOKKAIDO GINGER ALE ￥１,０００++
北海道ジンジャーエール
北海道産の希少な、しょうが成分がそのまま入っている

アンフィルター（無ろ過）タイプの本格派。

心地良い炭酸としょうがの辛味成分が

体を内側から温めます。

GRAPE JUICE (Niagara)                      ￥６００++
ぶどうジュース ナイアガラ （白ぶどう）

GRAPE JUICE (Campbell early)                   ￥６００++
ぶどうジュース キャンベルス （黒ぶどう）

Wine
Occigabi Blanc Sparkling             750ml ￥５,８００++
オチガビ ブラン スパ－クリング

Occigabi Kerner Premium            750ml    ￥８,５００++
オチガビ ケルナ－ プレミアム

Hatsuyuki 750ml ￥１４,０００++
ハツユキ

Occigabi Zweigeltrebe               750ml ￥６,４００++
オチガビ ツヴァイゲルトレーベ

Propose Rose 750ml ￥１１,３００++
プロポーズ ロゼ

Wine (White/Red) Glass   ￥９００++
グラス ワイン

Sparkling Wine Glass   ￥９００++
グラス スパークリング ワイン

OTARU Ume Wine Glass   ￥９００++
おたる 梅わいん

Umesｈu (Sake Base Plum wine) Glass   ￥９００++
千歳鶴 日本酒仕込み 梅酒
日本酒仕込みの、フルーティーな香りとほど良い酸味の梅酒

Ohshukubai (Brandy Base Plum wine) Glass   ￥８００++

鶯宿梅
ブランデーと蜂蜜、オリゴ糖を用いた秘蔵の梅酒

NIKKA Apple Wine Glass   ￥９００++
ニッカ アップル ワイン

NIKKA Cidre Dry 200ml ￥９００++
ニッカ シードル ドライ

YOICHI CRAFT Apple Chu-hi ３３0ml ￥９００++
クラフトチューハイ 余市の林檎

++ 表記の料金には別途、13％のサービス料と10％の消費税を頂戴いたします。

++ Price subject to 13% service charge and 10% government tax.
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