
‐DRINK MENU‐

<ドリンクメニュー>

             若会席 大和館

（消費税・サービス料を別途申し受けます）



Draft Beer

¥900

small size (小) ¥750

Bottled beer

500ml

中瓶 ¥900
500ml

中瓶 ¥900
500ml

中瓶 ¥900

Dark Beer 500ml

334ml

Bottle

ボトル ¥17,000

Bottle

ボトル ¥12,000

Bottle

ボトル ¥10,000

Beer

<ビール>

サッポロ 黒ラベル

Guinness EXTRA STAUT

黒ビール ギネス エクストラ スタウト 小瓶 ¥1,000

Suntory The Premium Malts

生ビール サントリー  プレミアムモルツ

瓶ビール

Kirin Ichiban Shibori

キリン 一番搾り
Asahi Super Dry

アサヒ スーパードライ
Sapporo Kuro Raberu

Whisky

<ウィスキー>

OBAN  aged 14years

<オーバン14年>

Double shot

Non-alcoholic beer Suntory All-Free

ノンアルコールビール サントリー オールフリー 小瓶 ¥900

シングル ハイボール ¥1,200 ダブル ハイボール ¥2,300

Ichiro's Malt "Malt & Grain"

<イチローズモルト  モルト&グレーン>

シングル ¥1,100 ダブル ¥2,100
Single shot with soda Double shot with soda

Single shot with soda Double shot with soda

シングル ハイボール ¥1,000 ダブル ハイボール ¥1,900

Single shot Double shot

シングル ¥900 ダブル ¥1,700

¥1,500
Single shot with soda Double shot with soda

シングル ハイボール ¥900 ダブル ハイボール ¥1,700

Chivas Regal "Mizunara aged 12years"

<シーバスリーガル  ミズナラ12年>

Single shot Double shot

シングル ¥800 ダブル

（消費税・サービス料を別途申し受けます）



Hennesy XO

¥5,700

Shochu mixed with soda

¥800

¥800

¥800

Prum wine with soda

梅酒 八海山焼酎仕込 にごり ¥1,000 ソーダ割 ¥1,100

350ml

200ml

Brandy

<ブランデー>

Single shot Double shot

ヘネシー XO シングル ¥3,000 ダブル

Shochu mixed with soda

<サワ－>

サワー

Shochu mixed with soda and fresh lemon

（生）レモンサワー
Shochu mixed with soda and fresh plum

（生）梅サワー
Shochu mixed with oolong tea

ウーロンハイ

<築地定松 謹製>   有田みかんストレートジュース 小瓶 ¥800

Cola Orange Juice

On the rocks,Straight up

ストレート/ロック

Non-Alcohlic

<ソフト　ドリンク>

<最高級>         アルフォンソ・マンゴー ジュース 小瓶 ¥2,000

ジンジャーエール ¥650 トマトジュース ¥650
Ramune soda drink Perrier 200ml Bottle

コーラ ¥650 オレンジジュース ¥650
Ginger Ale Tomate Juice

ウーロン茶 ¥650 緑茶 ¥650
Perrier 200ml Bottle

ラムネ ¥650 ペリエ （200ml） ¥650
Oolong tea Cold Green Tea 

ミネラルウォーター 富士天然バナジウム 500ml ¥550

ペリエ （200ml） ¥650

Still water Mt.Fuji Vanadium water

（消費税・サービス料を別途申し受けます）



Miyazaki

By the grass グラス ¥800
Bottole(720ml) ボトル ¥6,500

Kagoshima

By the grass グラス ¥900

Bottole(720ml) ボトル ¥7,000

Oita

By the grass グラス ¥1,600
Bottole(720ml) ボトル ¥12,000

Kagoshima Satasouji -Shouten

By the grass グラス ¥700
Bottole(720ml) ボトル ¥4,000

kagoshima Tanegashima-Shuzo

By the grass グラス ¥1,500
Bottole(720ml) ボトル ¥9,500

kagoshima

By the grass グラス ¥1,600
Bottole(720ml) ボトル ¥12,000

kagoshima

By the grass グラス ¥1,700

Bottole(720ml) ボトル ¥13,000

kagoshima    Murao-Shuzo

kagoshima Moriizo-Shuzo

Niigata

By the grass グラス ¥1,500
Bottole(720ml) ボトル ¥9,500

Yamagata

Shochu ～Traditional Japanese distilled spirit～

<焼酎>

Sato MUGI  Sato-Shuzo

佐藤 麦 鹿児島 佐藤酒造

‐麦焼酎‐　Made from barley

Nakanaka OMUGI Kuroki Honten

中々 大麦 宮崎 黒木本店

‐芋焼酎‐　Made from sweet potatoes

Bunise

不二才 鹿児島 佐夛宗二商店

Kanehachi Yotsuya-Shuzo

兼八 大分 四ツ谷酒造

Sato KURO Sato-Shuzo

佐藤 黒 鹿児島 佐藤酒造

Annou

安納 鹿児島 種子島酒造

Murao

村尾 鹿児島 村尾酒造 By the grass グラス

Mao Shiratama-Shuzo

魔王 鹿児島 白玉酒造

‐米焼酎‐　Made from rice

Fubaika Hakkai-Shuzo

風媒花オーク樽貯蔵 新潟 八海酒造

¥2,100

Moriizo

森伊蔵 鹿児島 村尾酒造 By the grass グラス ¥4,500

Bottole(720ml) ボトル ¥13,000

Zyuyondai Takagi-Shuzo

十四代秘蔵乙焼酎 山形 高木酒造

（消費税・サービス料を別途申し受けます）



Fukushima

Fukui

Akita

Ishikawa Zyunmaidaiginzyo

Miygagi Tokubetsuzyunmai

Akita

Mie

Aomori Tokubetsuzyunmai

Niigata Zyunmaiginzyo

Yamagata Zyunmaiginzyo

1合 ¥1,600

Japanese Sake

<日本酒>

‐1合‐　By the grass

Hanaharu Junmai

花春 福島 純米 By the grass 1合

Tabito Zyunmaisyu

田人  熱燗にはこちらを 秋田 純米酒

¥800

Bon Tokisirazu Zyunmaiginzyo

梵 ときしらず 福井 純米吟醸 By the grass 1合 ¥900

By the grass 1合 ¥900

Tedorigawa

手取川 石川 純米大吟醸 By the grass 1合 ¥1,000

Suminoe

墨廼江 宮城 特別純米 By the grass 1合 ¥1,000

1合 ¥1,100

By the grass 1合 ¥1,000

Kariho Zyunmaiginzyo

Kariho Yamahaizyunmai

刈穂　　　  超辛口 秋田 山廃純米

Hakkaisan

八海山 新潟 純米吟醸 By the grass

作 三重 純米吟醸 By the grass

Densyu

田酒 青森 特別純米 By the grass

1合 ¥1,600

Zyuyonndai

十四代 山形 純米吟醸 By the grass 1合 ¥3,500

（消費税・サービス料を別途申し受けます）



Mie

Niigata

Fukui

Yamaguchi

Fukushima

Niigata

Niigata

Yamaguchi

Akita

Fukui

Fukui

Niigata

Yamagata

4合瓶 ¥4,500

Japanese Sake
<日本酒>

‐4合瓶‐　Bottle(720ml)

Zaku Zyunmaiginzyo

Hakkaisan Zyunmaiginzyo

八海山 新潟 純米吟醸 Bottole(720ml)

作 三重 純米吟醸 Bottole(720ml)

Dassai Zyunmaidaiginzyo

獺祭  39% 山口 純米大吟醸 Bottole(720ml)

4合瓶 ¥6,000

Kokuryu Daiginzyo

黒龍 福井 大吟醸 Bottole(720ml) 4合瓶 ¥7,500

Hakkaisan 3years aged Zyunmaiginzyo

八海山 雪宝三年貯蔵 新潟 純米吟醸

4合瓶 ¥8,000

Hiroki Zyunmaiginzyo

飛露喜 福島 純米大吟醸 Bottole(720ml) 4合瓶 ¥9,000

Bottole(720ml) 4合瓶 ¥11,000

Bottole(720ml) 4合瓶 ¥9,800

AwaHakkaisan(Sparkling) Zyunmaiginzyo

Dassai Zyunmaidaiginzyo

獺祭  23% 山口 純米大吟醸

あわ八海山 新潟 純米吟醸

Bottole(720ml) 4合瓶 ¥13,000

Fukukomachi Zyunmaidaiginzyo

福小町 秋田 純米大吟醸 Bottole(720ml) 4合瓶

Kokuryu Zyunmaidaiginzyo

黒龍 八十八号 福井 純米大吟醸 Bottole(720ml)

¥15,000

Kokuryu Zyunmaidaiginzyo

黒龍 しずく 福井 大吟醸 Bottole(720ml) 4合瓶 ¥15,000

4合瓶 ¥28,000

Zyuyondai Bessen Zyunmaidaiginzyo

十四代 別撰 山形 純米大吟醸 Bottole(720ml)

4合瓶 ¥15,000

Hakkaisan Kongoushin Zyunmaidaiginzyo

八海山金剛心 新潟 純米大吟醸 Bottole(800ml) 800ml ¥18,500

（消費税・サービス料を別途申し受けます）


