
お飲み物 Drink Menu

各国で金賞受賞。

世界で一番売れている

日本のクラフトビール

「常陸野ネストビール」

190年以上の歴史を持つ『木内酒造』が醸す

「常陸野ネストビール」

常陸野ネストビールは1996年の発売以来、国内外で数々の賞を受賞してきた、世界約30ヶ国以上で愛さ

れている日本発のクラフトビールです。高品質のビールを醸造するため、最新の設備を備えた茨城県の額

田醸造所では、厳選した原料を使用し革新的なビールが生み出されています。

茨城に、常陸(日立）に来て飲まずに帰るなんてもったいない！この機会にぜひおためしください。

常陸野
ネストビール

地ビール

取り扱っております

スパークリングワイン
　　　

Sparkling Wine
 【フルール・ド・フランス ブラン 白】 
 Listel Fleur de France Blanc

南フランス産の軽やかなタイプの
スパークリングワイン。
フルーティな香りと爽やかな甘みが特長です

………………750ｍlボトル　　　3,500円　　　　　

Sparkling Wine
 【樽詰スパークリングワイン
　　　　　　　　ポールスター 】 
 Polestar    

すっきりとした辛口、優しい泡の飲みやすい
スパークリングワインです
……………………………グラス　　700円　　　　　　　
　　　　　　

ワイン
White Wine
 【ネブリナ】Neblina Chardonnay

トロピカルフルーツやシトラスのような生き生きとした
果実味と、バター のニュアンスが感じられるフレッシュで
柔らかな口当たりのワイン。

…………………………… グラス　　　700円　　　　　　

Red Wine
 【ネブリナ】Neblina Cabernet Sauvignon 

カシスやブラックベリーのような生き生きとした果実味と、
チョコレー トやヴァニラのニュアンス。バランスの良い
柔らかな口当たりのワイン。

…………………………… グラス　　　700円　　　　

ウィスキー
Wiskey

　　　　　　

Scotch Whiskey
 デュワーズ Dewar’ｓwhite label

ウィスキーの消費大国アメリカでシェアNo1 の
スタンダードスコッチ。

…………………グラス（シングル）　　　700円　　　　　　
 

         ボウモア12年 BOWMORE 12
海の香りとかすかな甘さのベストバランス。 
アイラモルトの女王“ボウモア。

…………… グラス（シングル）　　　1,000円　　　　　　
……………… 700ml　ボトル　　16,000円　　　　　　

マッカラン 12年 MACALLAN12
厳選されたシェリー樽で最低12年熟成させた
原酒のみを使用。“シングルモルトのロールスロイス”
と称される甘く芳醇な味わい

……………… グラス（シングル）　　1,500円　　　　　　
……………… 700ml　ボトル　　18,000円               
 

Bourbon
 ワイルドターキー 8年 WILD　TURKEY

歴代米国大統領にも愛飲されたプレミアムバーボン。

…………………グラス（シングル）　　　900円　　　　　　
………………… 700ｍlボトル　　　9,000円　　　　　　

 
 I.W.ハーパー 12年 I.W.HARPER 

洗練された味わいのスタイリッシュバーボン。

…………… グラス（シングル）　　　1,100円　　　　　　
 ……………… 750ｍlボトル　　　15,000円　　　　　　
 

Blended Whiskey 
 シーバスリーガル 12年 CHIVAS REGAL12

芸術的なブレンディング技術によって創られる、 
豊潤でスムースな香味とまろやかな味わい。

…………… グラス（シングル）　　　1,000円　　　　　　
………………… 700ml　ボトル　　8,800円             　

ビール
DRAFT BEER
 サッポロ　黒ラベル
 Sapporo Black Label

グラス（生）　　800円　　　　          中ビン　850円

CRAFT BEER
 常陸野ネストビール
 Craft beer： Hitachino Nest Beer　　330mlボトル　1，000円

NON-ALCOHOL BEER
 キリン 零ICHI
 Kirin Zero-Ichi

　　　　　　　　　　　　334mlボトル　600円



茨城
の

　中国果実酒 ロック or ソーダ
Chinese Fruit Wine
 杏露酒　シンルチュウ

Apricot Wine
国産あんずの実を丸ごとじっくり漬け込んだお酒。
フルーティーで華やかな香りと、
あまくみずみずしい味わい。

 ……………………… グラス　　　600円　　　　　　　　
 
 桂花陳酒　ケイカチンシュ

Fragrant olive flavored wine  
白ワインに桂花（きんもくせい）の花びらを浸漬した
お酒です。金木犀の花弁と白ワインが織り成す、
華やかな香りとエレガントな味わいをご堪能下さい。

 
 ……………………………グラス　　600円　　　　　　　

　　茘枝酒 ライチシュウ
Lychee wine  
ライチの実をまるごと漬け込んでつくった、
上品な香りと甘くみずみずしい味わい

 
 ………………………… グラス　　600円　　　　　　　　

焼酎
Shochu
 《芋焼酎》薩摩邑(むら)

spirit distilled from potatoes
本格芋焼酎の原点、黒麹特有の甘みとコク、
キリッとした味わい。 食事の味を邪魔せず、
すっきりとした飲みやすい焼酎。

…………………………… グラス　　　600円　　　　　　
…………………720ｍl ボトル　　　3,800円　　　　　　

 《麦焼酎》和ら麦
spirit distilled from barley
りんごやバナナを思わせるフルーティな香りと、
みずみずしい味わいが 特徴。
平成 26 年度福岡国税局酒類鑑評会大賞受賞。

…………………………… グラス　　　600円　　　　　　
 ………………720ｍl ボトル　　　3,800円　　　　　　

日本酒
Japanese Sake
 森島酒造 ひたち錦

Hitachi Nishiki- Morishima Sake brewing
地元茨城県の酒造好適米・ひたち錦を全量使用した
28BY純米吟醸の無濾過生原酒です。
イチゴ様の爽やかな吟醸香がほのかに漂い、
程良い甘味を湛えつつ抑制の効いた旨味が豊かに広がります。

…………………… (冷) グラス　　　1,000円　　　　　　
　　　　　　　

 カクテル
 Cocktail　　　　　　　--ALL700円--

 ソフトドリンク
 Soft Drink　　　　　　　--ALL600円--

Non-Alcohol Cocktail　

Fruit Juice
◆オレンジ　◆アップル　◆グレープフルーツ　

　　　　　

Soda Drink

◆コカ・コーラ　◆ジンジャーエール

Cofee
ひたちなか市の『サザコーヒー』オリジナルブレンド。
ちょっと贅沢なコーヒーです

◆ブレンド　◆エスプレッソ　◆カプチーノ
◆カフェオレ　◆アイスコーヒー

Tea
定番の紅茶からハーブティまで。
食後の優雅なひと時にどうぞ。

◆ダージリン　　◆アールグレイ　◆ジャスミン　
◆烏龍茶　 ◆アイスティ　　◆カモミールティー

◆シャーリーテンプル
◆ファジーネーブル
◆カシスオレンジ　
◆カシスグレープフルーツ

紹興酒とは二千年の歴史を持つ、中国を代表する醸造酒。
薫り高さとコクが特徴です。

「お米のワイン」と呼ばれるように芳醇な味と香りをご堪能いた
だくため、常温でお楽しみください。ワイングラスでお飲みいただ
くと香りが立ち、よりおいしくいただけます。夏などはオンザロッ
クでもおいしくいただけます。

お燗にザラメのお砂糖を入れて飲むこともありますが、中国では
ザラメは入れません。飲みなれないお酒を飲みやすくした昔な
がらの日本の風習と考えられています。

紹興酒は、年代が進むごとに、まろやかで、深く繊細な味わいに
変化いたします。年を重ねた、深みとまろやかな口当たりをご
ゆっくりとどうぞ。当店では世界No1ブランドの「古越龍山」を3種
類ご用意しております。

紹興酒とは二千年の歴史を持つ、中国を代表する醸造酒。
薫り高さとコクが特徴です。

「お米のワイン」と呼ばれるように芳醇な味と香りをご堪能いた
だくため、常温でお楽しみください。ワイングラスでお飲みいただ
くと香りが立ち、よりおいしくいただけます。夏などはオンザロッ
クでもおいしくいただけます。

お燗にザラメのお砂糖を入れて飲むこともありますが、中国では
ザラメは入れません。飲みなれないお酒を飲みやすくした昔な
がらの日本の風習と考えられています。

紹興酒は、年代が進むごとに、まろやかで、深く繊細な味わいに
変化いたします。年を重ねた、深みとまろやかな口当たりをご
ゆっくりとどうぞ。当店では世界No1ブランドの「古越龍山」を3種
類ご用意しております。

紹興酒
SHAOXING WINE

 

  古越龍山   金龍
5年貯蔵原酒を中心にセレクトした優美な味わい。

…………………………… グラス　　　600円　　　　　　
…………………600ｍl ボトル　　　3,500円　　　　　　

 古越龍山   陳年8年
力強い味わいと、馥郁(ふくいく)たる香りが特長。

 ………………………640ml ボトル　7,000円　　　　　　

 古越龍山   陳年10年
良質のもち米と、名水鑒湖の水を用いて、
磨き抜かれた伝統の技と10年の永い歳月が
育てた紹興酒の傑作。

…………………… 700mlボトル　　9,500円               

◆カシスオレンジ　 
◆カシスグレープフルーツ
◆カシスウーロン     　
◆カシスソーダ
◆ファジーネーブル     
◆ピーチウーロン 
◆ピーチソーダ
◆モスコミュール

◆スクリュードライバー

◆レモンサワー 

◆シャンディーガフ

◆ジントニック    　

◆ジンバック

◆パッソアオレンジ     

◆パッソアグレープフルーツ

約1合


