
SAUSAGE 自家製ソーセージの
盛り合わせ

● 選べる3種

スモーク

レモン

カレー

黒ビール

蔵王和豚

バジル

チョリソー
ソーセージの
実際のサイズは
約190mmくらいあります！

0mm 50mm 100mm 150mm 190mm

・・・・・・・・1,100円

● 一本・・・各400円

● おまかせ5種
・・・・・・・・1,800円

● 全部7種
・・・・・・・・2,500円

MEAT

コトコト煮込んだ

牛肉の黒ビール煮込み（バゲット付き）
もやしたっぷり！

生ラムともやしの石焼ジンギスカン
580円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円

ハーフ

認定山形豚の骨付ロースグリル

仙台名物厚切牛タン焼

・・・・・・・・・・・・1,680円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円

・・・・・・・・・・・・・・・・・730円

・・・・・・・・・・・・・・・830円
認定山形豚の骨付ロースグリル

ローストビーフ 牛肉の黒ビール煮込み

おつまみ

ローストビーフ

四季折々の豊かな自然と雪解けのやさしい水質に育まれた「山形豚」。
独自基準により厳選された豚だけが「山形豚」と認定。 やわらかで旨み豊か
な豚肉をどうぞお召し上がりください。

チーズ盛り合わせ

QUICK まずは一品！ ちょっと食べたいときに！

チーズ盛り合わせ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 850円

・・ 380円 　　　　　　　　　　　　　　　　

・・・・・・・・400円 　　　　　　　　　　　　　　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 380円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

茄で上げ茶豆（枝豆）
自家製ピクルス
ミックスナッツ
ビーフジャーキー＆ドライサラミ

自家製ドレッシングの
     シーザーサラダ

SALAD
自家製美味しいドレッシングで食べる。

TAPAS
新鮮な素材を使用している為、
その日によって内容が異なります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800円

ニース風サラダ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 650円

ニース風サラダ

バーニャカウダ

シーザーサラダ

大根と水菜の
じゃこサラダ

タパス盛り合わせ

シェフおすすめ
タパス盛り合わせ

バーニャカウダ

大根と水菜の
    じゃこサラダ

・・・・・・・・・・・・ 530円

・・・・・・・ 650円
・・・・・・・・・・・・ 480円

・・・・・・・・・・・・ 720円

ハーフ

・・・・・・・・・・・・ 530円ハーフ

・・・・・・・・・・ 560円・・・・・ 880円 / ハーフ

・・・・・ 380円ハーフ

日替わ
り

カルパッチョ盛り合わせ

天までごぼう 山盛りもやし炒めマーボー豆腐ステーキナチョス

オニオンリングオニオンリングオニオンリング

フライドポテト
納豆キムチーズ春巻（スティック5本）

フィッシュ＆チップス
とろ～りナチョス（メキシコのおつまみ料理です）

・・・・・・・・・・・ 各480円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 480円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 560円
・・・・・・・・・・・・・・・ 560円

塩　味 バター醤油 ガーリック

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 580円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 680円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 630円

ビールに合う！
ジャーマンポテト
沖縄ソーセージ入り
ゴーヤチャンプルー
蔵王地養卵の
スパニッシュオムレツ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500円

・・・・・・・・・・ 600円

・・・・・・・・ 580円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 580円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800円

ビアフェスタ名物オニオンリング
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 630円天までごぼう

山盛りもやし炒め

熱烈！ぶどう山椒香る
天野さんのマーボー豆腐ステーキ

マッシュルームと小海老の
　　　　　　アヒージョ（バゲット付）

海鮮チヂミ

からあげ

BEER FRIENDS

中（4コ）

大（8コ）
からあげ

山盛りもやし炒め

マーボ豆腐ステーキ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500円

・・・・・・・・・・・・・ 530円

日本洒 SAKEハイボール HIGHBALL
●ハイボール
●コークハイボール 濃いめ＋100円

●ジンジャーハイボール

● ハウスワイン［赤・白］

● 生レモンサワー  
●生グレープフルーツサワー

● トマトハイ
●トマト生搾りグレープフルーツ

● ―ノ蔵  無鑑査 ［冷・燗］

レギュラー 各470円

各390円

グラス410円

1,600円

900円

各480円

420円
490円

ラージ 各860円

ウィスキー WHISKY

ギュッ！と生搾りサワー

● レモンサワー   ● グレープフルーツサワー
● 巨峰サワー   ● ウーロンハイ   ● 緑茶ハイ

サワー SOUR

FRESH SOUR

トマトハイ TOMATO SHOCHU HIGHBALL

デキャンタ[500ml]

（※グラス約4杯分です）

ワイン HOUSE WINE

SHOCHU

ダブル 90ml
480円

各480円

各500円

一合 480円

シングル45ml

● ピュアブルー［麦］　
● 黒霧島［芋］  

● 佐藤農場の梅酒［青梅］  

その他ワインご用意しております。
お問合せください。

［ ロック／水割り／ソーダ割り／お湯割り］

［ ロック／水割り／ソーダ割り／お湯割り］

梅　酒 

すっきりとした味わいが調和する
飲み飽きしないーノ蔵ロングセラーです。

● フォアローゼス

UMESYU

［ロック／水割り／ソーダ割り］

力リフォルニアの飲み
口軽めのワインです。

果実酒 ノンアルコール NON ALCHOL

超濃厚ヨーグルト酒
● シャーリーテンプル
● いちごミルク
● ノンアルコール  巨峰カルピスソーダ
● ノンアルコール  カシスオレンジ
● ノンアルコール  ファジーネーブル
● ノンアルコール  レゲエパンチ

● ジントニック

● ジンバック ［ジン×ジンジャーエール］

● スクリュードライバー ［ウォッカ×オレンジジュース］

● モスコミュール［ウォッカ×ジンジャーエール］

● カシスオレンジ

● カシスソーダ 

● レゲエパンチ
    ［ピーチ×ウーロン茶］

● ファジーネーブル

● カルーアミルク

● キール
    ［白ワイン×カシス］

● 100%オレンジ  ● 100%グレープフルーツ
● カルピス［ウォーター・ソーダ］
● ペプシ  ● ジンジャーエール  ● キリンレモン
● ウーロン茶［ホット・アイス］   ● 緑茶［ホット・アイス］　　
● トマトジュース

● キリン零ICHI
［ノンアルコール・ビールテイスト飲料］

宮城県田尻産ハートフルラ
ンドジャージー牧場の
ジャージー牛乳100%使用。

奈良県  梅乃宿酒造  
あらごし みかん酒
つぶつぶのみかん果肉と、温州みかんの優しく爽やかな
甘みが心地よいみかん酒です。

カクテル COCKTAIL

スペシャルカクテル SPECIAl COCKTAIL

LIQUEUR

ソフトドリンク SOFT DRINK

※間違い防止の為、ご注文の際「ノンアルコール」と
　お伝え下さい！

● シェイクワイン［赤］各460円 各300円

各400円

420円

630円

630円

530円

ストロベリー追加　＋20円

キール

焼酎

● 1 本・・・・・・・・・・・各400円

※価格は全て税抜となっております。別途消費税を頂戴致します。※価格は全て税抜となっております。別途消費税を頂戴致します。


