
名物！イロハニ枡

日本酒

クラシック もだん

グラス 500 / 一合 980

鷹来屋 特別純米　辛口 【大分】
香りが最高によか！

花の露　純米【福岡】
まさに『淡麗うまくち』

石鎚 純米吟醸 【愛媛】
気品溢れる華やかな香り

乾坤一 特別純米辛口 【宮城】
料理をそっと引き立てる名脇役

黒牛　純米酒【和歌山】
柔らかな口当たりの超辛口

みむろ杉 特別純米 辛口 【奈良】
キリッとした飲み口に杯が進む！

生酛のどぶ 【奈良】
キレの良さと濃厚な旨味のバランス

三井の寿 純吟 ＋14　大辛口【福岡】
辛口だけど旨みもしっかり！

東一 純米吟醸　クロビン【佐賀】
軽やかな酸味とガス感で爽やかな後口

田中六五 【福岡】
福岡でダントツ人気ナンバー１！

鍋島　純吟　山田錦 【佐賀】
上品な旨味と酸味の嫌味のないバランス

福田　純米【長崎】
穏やかな香りと米の旨味の調和

菊姫 山廃純米酒 【石川】
福岡産のお米にこだわった満ち引きのある味わい

来福　純吟　超辛口【茨城】
味わいのある辛口でスッとキレるシャープさ

クラシック もだん

本格焼酎

黒霧島 （芋）【熊本】
トロッとした甘み、キリッとした後味

中々 （麦） 【鹿児島】
黒麹仕込みでガツンと旨い。

白岳しろ （米）【熊本】
いい米、いい人、いい水のシンプルな旨み

佐藤 黒 （芋） 【鹿児島】
芋の香り、味わいをダイレクトに。

黒さそり （麦） 【鹿児島】
黒麹仕込みでガツンと旨い。
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球『Q』 十四度 （芋）【宮崎】
ストレートで美味い新感芋覚焼酎

春雨グリーン 14 度 （泡盛） 【沖縄】
凝縮した米の旨み、なのに軽やか

謳歌　芋焼酎 【宮崎】
華やかで豊かな香りと味わい

佐藤『麦』 麦焼酎 【鹿児島】
香りや味わいがしっかり麦の味

野ウサギの走り 米焼酎 【宮崎】
ゆったりした飲み心地トトロける余韻
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極上のお茶割り　青ウーロン
爽やかなお茶の香りと味わいが焼酎を包みます

極上のお茶割り　玉露
深い味わいの余韻が焼酎の風味を引き立てます

お好きな焼酎で

お好きな焼酎で
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（ ロック / ソーダ割り / 水割り / お湯割り ）
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青谷の梅酒 【京都】
青谷梅林産最高級品種から作られる上品な味わい

鶴梅 ゆず 【和歌山】
和歌山産の無農薬で育てられたゆずのリキュール

梨園 【大分】
梨を丸かじりしたような味わい

うぐいすとまり 鶯とろ【福岡】　　
果肉がたっぷり入った贅沢な梅酒

アポロ・ブラッド・オレンジ酒 【佐賀】　

個性派オレンジを使ったエキゾチックで
濃厚な南国梅酒

白い梅酒 【福岡】
日本酒で造った梅酒と乳酸菌飲料が織り成す梅酒

鳳凰美田もも酒 【栃木】
鳳凰美田の特許技術で桃丸かじり！

鳳凰美田みかん酒 【和歌山】
みかんのつぶつぶ食感と

フレッシュさがダイレクト！

クラシック もだん

果実酒
（ ロック / ソーダ割り ）

厳選したの日本酒 4種類を飲み比べ出来るお得なセットです。

『厳選！おまかせ日本酒 4種飲み比べ』 イロハニ枡 980

ハイボール
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ハイボール（ホワイトホース）　　
スコッチのど定番をハイボールで楽しんで

電気ブランハイボール
明治二十六年より受け継がれる「夢のカクテール」

自家製コークハイボール
手作りはチェリーのような味わい

自家製ジンジャーハイボール　
ピリッとスパイシー♫

山崎ハイボール
柔らかく華やかな香りと甘くてなめらかな味わい
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日本酒ハイボール
意外な美味しさ！『生酛のどぶ』で。

AKAYYANE 山椒ハイボール
新感覚！山椒の爽やかな香り

天使の桃ハイボール
もぎたてフレッシュさとジューシーさをハイボールで。

有機トマトハイボール
トマトの誘惑にメロメロになる事間違いなし！

天使の誘惑ハイボール
樫樽貯蔵のプレミアム焼酎で贅沢ハイボール

クラシック もだん

サワー・カクテル
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名物！すりおろしレモンサワー　　
レモンをすり下ろして丸ごと酎ハイに

フレッシュ桃サワー
梨を丸かじりしたような味わい

水出し八女煎茶ハイ
癖のない優しい甘味をサワーで爽やかに。

バイスサワー
爽やかさはこってり系のおつまみにぴったり

カルピスサワー
自家製カルピスで味わい濃厚。
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『富有柿 100%』柿酢サワー
柿酢で心と身体がシャキッとします！

梅リキュール星子ソーダ
伝説のバーテンダー監修。世界に誇る極上リキュール

『甘さ０』無農薬だいだいサワー 
爽やかな清涼感とだいだいの果汁の旨み

尽～tukusu～ジントニック
計二十四国種のボタニカルで作られた国産クラフトジン

『極上』純国産ブラッディーメアリー

トマトの旨味とミーシャの甘味の極上な味わい。

クラシック もだん

ビール

ハイネケン 生

キリン一番搾り　中瓶

アサヒスーパードライ　中瓶

サッポロ赤星　中瓶

エビス　中瓶

キリン　ゼロイチ
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ひでじビール 九州ラガー 小瓶
主原料に九州産大麦、香りづけに九州産ホップを使用。

九州、宮崎にこだわった一本！

ひでじビール 栗黒 小瓶
宮崎県産の「栗」を副原料に用いたスタウトスタイル。

栗の上品な香りと重厚なコク。

お好きな日本酒 4種類を飲み比べ出来るお得なセットです。
以下からお客様の好きな日本酒を選んでください。

『選べる日本酒 4種飲み比べ』 イロハニ枡 980

イ
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ソフトドリンク

自家製ジンジャエール
生姜を丸かじりしたような辛みはやみつきに

自家製コーラ
コーラの定義「ハーブ、レモン果汁、糖分、キャラメル色」を形に。

自家製レモネード　（水割り・ソーダ割り・お湯割り）
レモンをたっぷり漬け込んだはちみつレモンは心と身体に優しい味わい

自家製カルピス　（水割り・ソーダ割り・お湯割り）
自家製だから濃厚で心と身体に安らぎ感じれます

佐賀七山村　梅ジュース　（水割り・ソーダ割り・お湯割り）
佐賀七山村の慧村山地のおばあちゃんが丁寧に絞りました

福岡　赤紫蘇ジュース　（水割り・ソーダ割り・お湯割り）
福岡糸島のさっぱりエネルギー源、殺菌作用、食欲増進、成人病予防

つがる果樹工房　濃厚蜜の味！りんごジュース
青森津軽から取り寄せている「ふじ」を使った濃厚リンゴジュース

伊藤農園　みかんしぼり
みかんそのままの甘みを美味しく味わえるストレートジュース

肥後あゆみの会 有機トマトジュース
無塩、無添加で濃厚だけど、後味スッキリなトマトジュース

自家製バナナジュース
バナナ丸ごと一本のミルクシェイク

八女星野製茶園　玉露（温）
ティードリッパーで丁寧に入れた深い味わいはいつまでも余韻が残り、心和みます

八女星野製茶園　青ウーロン茶（温）
手仕事で丁寧に製造された発酵の浅いウーロン茶をティードリッパーで入れればは爽やかな旨み

八女星野製茶園　水出し煎茶
八女茶の濃緑の香ばしい薫り、甘く優しい味わいです。

珈琲
深みのある味わいの中にほのかな酸味でさっぱりと。

カフェラテ
ミルクと濃厚珈琲の優しい味わい
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QR コードを読み込んで

メニューをインストール

SSID1:fishman_1

SSID2:fishman_2FREE

ダミー
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お飲物

ご注文はお客様のスマホから

セルフオーダーでお願いします。

セルフオーダーの方法


