すべてのドリンク1杯につき10円を、南三陸町炊き出し支援とさせていただきます
このメニューは1部50円でお分けします。PDF版は無料でダウンロードできます。

ビール / BEER
オススメ飲む順
①〜

チャリティーコースター販売中！ 1個500円全額が炊き出し支援になります！

ピッチャーも
用意しました

★は自家製/CRAFT BEER、
◆はキリン製/NATIONAL BEERです。

①◆ラガー
①◆ラガー / Standard Lager

キリ
ン
ラガ
ー

ほとんどの国で造られている標準的なビアスタイル。
副原料にその土地のコメやコーンを使用します。炭酸が強く、どんな料
理にも合います。熟成4週間。アルコール5.0％

ジョッキ:
ジョッキ: ¥390 カップ:
カップ: ¥350

キリ
ン
⼀番
搾り
ドイツのビール純粋令に準じた、⻨芽100％ビールです。
熟成4週間。上品でやさしい⼝当たりと⾹味、再び何杯でも飲みたくな
る後味です。素晴らしい。アルコール5.0%

①◆ピルスナー
①◆ピルスナー / German Pilsner

ジョッキ:
ジョッキ: ¥390 カップ:
カップ: ¥350
自家
製

②★ホワイト
②★ホワイト / White Ale

薄い⾊ににごりがあるのは、酵⺟が⽣きたまま残っているから
です。⼩⻨のキメ細かさと、バナナをおもわせる⾹りがフルーティー
です。⽢酸っぱくて、まったく苦くない！ ほのかにスパイシー。
ドイツ産⻨芽と、チェコ産ザーツ種ホップを使用。

ジョッキ:
ジョッキ: ¥540 カップ:
カップ: ¥490

②★クリーム
②★クリーム / Cream Ale

自家
製

⻨本来の華やかな⾹りと、ホップのフルーティな⾹りが
特徴です。⽣きたままの酵⺟やタンパク質により濁っています。⾹りづけ
にはＮＺ産ネルソンソーヴィン種ホップを使用しました。ドイツ産・カナ
ダ産⻨芽をバランスよくブレンドしています。

ジョッキ:
ジョッキ: ¥540 カップ:
カップ: ¥490

③★ブロンド
③★ブロンド / Blonde Ale

自家
製

銅⾊の飲みやすい⻨100％。気軽に何杯でも飲みたくなるビールを目指
して造りました。英国産大⻨と、スロベニア産スティリアンゴールディン
グ種ホップを使用。ほのかにスパイシーで後味も良くスルスル飲めます。

ジョッキ:
ジョッキ: ¥390 カップ:
カップ: ¥350

④★ストロング
④★ストロング / Strong Ale

自家
製

⾹りづけにホップを贅沢につかい、フレッシュな⻘味が⼝の中に広がり
ます。それに負けないくらい⻨のボディも感じられます。⾼アルコールで
飲みごたえあるビールです。ベースにアメリカ産カスケード種ホップ、そ
の上に樽ごとに異なるアメリカ種ホップを乗せました。英国産エール⻨芽
とドイツ産ミュンヘン⻨芽をブレンドしています。

ジョッキ:
ジョッキ: ¥690 カップ:
カップ: ¥630

④◆シュバルツ
④◆シュバルツ / Schwarz (Black Lager)

⼀番
搾
スタ り
ウト

⿊ビールです。ローストした⻨芽を使用することで、
こげたような⾹りと⾹味が楽しめます。ピルスナーと２：１から
４：１の⽐率で混合もオススメ。熟成4週間。アルコール5.0%

ジョッキ:
ジョッキ: ¥390 カップ:
カップ: ¥350

ビアカクテル / BEER COCKTAIL
ご家庭でも作れます！お尋ねください。

・パナシェ

ジョッキ:
ジョッキ: ¥390 カップ:
カップ: ¥350

Panache

サイダー割り。⽢みが加わり飲みやすいです。

〃

!・シャンディガフ
New ジンジャーの苦味とベストマッチ。定番ビアカクテルです。

〃

・スパイスブラック

コーラの⾹味と⽢味、ビールの苦味とロースト感がベストマッチ。

ジョッキ:
ジョッキ: ¥490 カップ:
カップ: ¥450

・レッドアイ

Red Eye

・カシスビア

w/ Cassis Liqueur

ビールとトマトジュースのカクテル。

〃

カシスリキュールを加えます。⽢いベリーの味わい。アルコール⾼め。

・カシスブラック

Black Lager w/ Cassis Liqueur

3.9改定

ハーブティー（ホット） / HERB TEA
豊富なハーブの組み合わせで素晴らしいバリエーションになります。
ティーポットでご提供いたします。

・ローズヒップステビア

HOTカップ
HOTカップ ¥480

⽢くておいしい。ビタミンＣとクエン酸による疲労回復に。

・ペパーミント＆
ペパーミント＆レモングラス
気持ちをリフレッシュしたいときに。

・デトックス
⾝体をリフレッシュしたいときに。毒素排出でむくみスッキリ。

!
ローズマリー＆レモンパーム
New ・ローズマリー＆
元気が欲しいときに。さわやかな⾹りが広がります。

〃

⿊ビール版カシスビア。これは発⾒だ！

・クリームフロート

クリームエールにバニラアイスを浮かべました。デザートビール！

ジョッキ:
ジョッキ: ¥640 カップ:
カップ: ¥590

ノンアルコール / BEVERAGES
ジ: ¥390 カ: ¥350
! ・シャンディガフフリー
New シャンディガフのノンアルコール版！
・ソーダ⽔
ソーダ⽔

ジ: ¥240 カ: ¥190

・特選100%
特選100%信州産
100%信州産りんご
信州産りんごジュース
りんごジュース
ストレート果汁で美味しい！
ジ: ¥460 カ: ¥390
⾼円寺⻨酒⼯房のビールについて
１回の仕込量はビヤ樽6本分。⽇本の他の醸造所と⽐べても、最も⼩
さい規模の⼀つです。 特徴は、いつも出来たてが飲めること。流通
させないので、劣化のない100％の状態を飲めます。また酵⺟をろ過し
ておらず、ビール本来の味わいです。健康効果も期待できます。なお
スパイスを使用するため⽇本の区分では発泡酒扱いとなります。
⼀⽅大⼿ビールは、この酵⺟をろ過することで、真夏の炎天下など
厳しい条件の流通にも耐える、安定した品質を実現しています。
皆様が、私達の⼿造りビールを通じて、これまで以上にビールを好
きになってくれたら、本当に嬉しいです。

◎★ホット
◎★ホット / Hot Ale

温めてご提供します！ホット専用レシピを組みました。 自家製
冷えきった⾝体をじっくり温めます。雑味の少ない⼀番⻨汁
のみをつかった超贅沢なビール。
アルコールも⾼いです。冬季限定！
HOTカップ
HOTカップ:
カップ: ¥450
今年はもうすぐ終了です。熱燗でどうぞ！

詳しくはお手洗いに
掲示しております。

本⽇のコンディションは、⿊板を御覧ください！

醸造家がおつぎしています
醸造家がおつぎしています。
がおつぎしています。

なんでも聞
なんでも聞いてくださいね！
いてくださいね！

当⼯房でのご飲⾷について
SELF SERVICE セルフサービス
⾼くなりがちな自家製ビールを⽇常的な価格でお出ししたい。そのため
⼈件費をかけておりません。お客様にはご⾯倒ですが、以下のご協⼒を
お願い申し上げます。
・ご注⽂時は、注⽂カウンターまでお越しください。
・エコの観点もあり、同じジョッキに注がせていただきます。
（⽔で簡単にすすぎます） ※もちろん交換希望も承ります。
・お箸や紙ナプキンなどは店内中央に用意しておりますので、
ご自由にお取りください。
・使い終わった⾷器は、ひとつに重ねておいていただけましたら、次の
お客様をお待たせせずご案内できるため大変助かります。
NO CHARGE
席料はありません。ビール1杯から気軽に楽しめます。
多くのお客様に自家製ビールを楽しんでいただきたく、待っている⽅が
いらっしゃる場合は、⾷事が済みましたら（または2時間を目処に）席を
お譲りくださいますよう、お願い申し上げます。
NO SMOKING
当店ではお客様にビール本来のアロマ（⾹り）とフレーバー（⾹味）を
楽しんでいただきたく、申し訳ございませんが全⾯禁煙とさせていただ
いております。
愛煙家の皆様には、店外・塀沿いの敷地内に「喫煙⼩屋」を設けており
ますので、そちらでの利用をお願い申し上げます。

SELF SERVICE

-セルフサービスセルフサービス使い終わった食器は、次のお客
のお客さまがすぐに座
さまがすぐに座れるよう、
れるよう、
お帰り時にはひとつに重
ひとつに重ねておいて下
おいて下さい。
さい。
ご協力、
協力、宜しくお願
しくお願いいたします。
いいたします。

