
¥550Alc.Vol.5.5%

ビールの深い満足感を味わうプレ
ミアム生ビール。こだわりの素材
を丁寧に仕込み、長期熟成させま
した。深い味わいと上質な香りを
堪能できます。

ASAHI Jukusen

Alc.Vol.5.0%

厳選した原材料と伝統の製法から
生まれる芳醇な味わい。ハイネケ
ンのおいしさは、クリーミィな泡
に包まれたドラフトでこそ際立ち
ます。

Heineken

¥600

DRINK MENUDRINK MENU

アサヒ熟撰 樽生

洗練されたシャープなキレ味、
スッキリとした後味が楽しめる新
しい辛口ビールです。

ASAHI SUPER “DRY” 
THE cool

¥600Alc.Vol.5.0%

アサヒスーパードライ 
ザ クール

ハイネケン

Bottle
Beer
Bottle
Beer

Draught
Beer
Draught
Beer

Bottle
Beer
Bottle
Beer



Stella Artois
ステラ・アルトワ

Alc.Vol.5.2% / 330ml

“世界で最も飲まれ
ているベルギービー
ル”キレ、のどごし
が特徴のプレミアム
ラガービールです。

¥800

Duvel
デュヴェル
Alc.Vol.8.5% / 330ml

“世界一魔性を秘め
たビール”と称され
る。まろやかさとキ
レの良さを同時に感
じ、メレンゲのよう
なきめ細かな泡が特
徴的。

¥1,150

Vedett Extra White
ヴェデット・エクストラ ホワイト
Alc.Vol.4.7% / 330ml
フランス語で「スター」
「有名人」という意味。
オレンジ、レモン、バナ
ナのようなフルーティな
香りがあり、爽やかな酸
味とともに後味まで爽快
な渋みがキリッと引き締
めてくれます。

¥950

木苺を漬け込みオーク樽で
5、6ヶ月熟成。シャンパ
ンのような洗練された淡い
ピンク色が特徴。フルーツ
ビールの女王。

ピーチの果汁を加えて発酵
させたビール。すっきりと
した甘さと口当たりで、麦
芽本来の旨味も味わうこと
ができる。

チェリーをベースにストロ
ベリーやラズベリー等の数
種類の果汁を加えたビー
ル。爽やかな酸味、甘く弾
ける新鮮な味わい。

Timmermans Framboise
ティママン・フランボワーズ
Alc.Vol.4.0% / 250ml

¥1,000
Timmermans Peche
ティママン・ペシェ
Alc.Vol.4.0% / 250ml

¥1,000
Liefmans Fruitesse
リーフマン
Alc.Vol.3.8% / 250ml

¥900

Pauwel Kwak
パウエル・クワック
Alc.Vol.8.0% 

¥1,200

フランダースをハ
プスブルク家の領
地に組み入れ、悲
運の最期を遂げた
ブルゴーニュ公国
公女マリア日なん
だ命名。

¥1,300

¥850

Alc.Vol.4.9%
ヒューガルデン・ホワイト

Hoegaarden White

”世界で一番愛され
ているホワイトビー
ル”麦芽、ホップ、
小麦の他にコリアン
ダーやオレンジなど
のスパイスを加えて
造られる清涼感が特
徴です。

18 世紀、旅籠屋の主人、
パウエル・クワック氏
が独自の黒ビールを醸
造して始まる。1996 年
度世界ビールカップ国
際コンクールで金メダ
ルを受賞しています。

Duchesse de Bourgogne
デュシャスデブルゴーニュ
Alc.Vol.6.% / 330ml

ANNO TraditionTraditionTraditionANNO TraditionTraditionTradition

Lager Golden Ale

White Ale

Fruit Beers

Special BeersRed Beers

Belgian BeerBelgian Beer

スペシャルビールレッドビール

ホワイトエール

ゴールデンエールラガー

フルーツビール

330ml

750ml ¥3,600



Chimay White
シメイ・ホワイト
Alc.Vol.8.0% 330ml
シメイの中で最もホップ
が強く、ドライで爽やか
なビールです。
ほどよい酸味が喉を潤し
てくれます。

¥1,200¥1,200

Chimay Red
シメイ・レッド
Alc.Vol.7.0% 330ml
最も有名なトラピスト・ビー
ルの一つ。フルーティーな芳
香とほのかな甘さ、スパイ
シーな味わいが人気の秘訣で
す。

¥1,100¥1,100

Chimay Blue
シメイ・ブルー
Alc.Vol.9.0% 330ml
甘みと酸味のバランスが
よく、熟成感のある深い
味わいが楽しめる。トラ
ピストの中のトラピスト
と評されています。

¥1,250

Achel Blond
アヘル・ブロンド
Alc.Vol.8.0% 330ml
ホップの爽やかな香り、
ホワイトビールのような
雰囲気もありとてもフ
レッシュでフルーティな
ビール。甘み、苦みのボ
リュームがあります。

¥1,500

Orval
オルヴァル
Alc.Vol.6.2% 330ml
ひときわ香りが高く爽や
かなフレーバー、そして
苦味の効いた味わいは格
別。トラピスト・ビール
の最高峰。

¥1,400

Achel Brown
アヘル・ブラウン
Alc.Vol.8.0% 330ml
舌を刺激するコーヒーを
思わせる苦味、ベージュ
色の泡立ちが特徴の赤褐
色のビール。

¥1,500

Alc.Vol.7.0% 330ml

Westmalle Dubbel
ウエストマール・ダブル

濃い赤茶色をし、ビター
チョコレートのような香
りと濃厚で柔らかな味わ
いが楽しめるビールです。

¥1,300
Westmalle Triple
ウエストマール・トリプル
Alc.Vol.9.5% 330ml
トラピストの中でも際立っ
て色が薄く、白い泡立ちが
特徴。クリーミーな口当り
と深く複雑な味わいが魅
力。

¥1,400

Rochefort8
ロシュフォール 8
Alc.Vol.9.2% 330ml
ベルギーで最も厳格な修
道院「サンレミ修道院」
のダークビール。熟した
果実を思わせる甘みとド
ライな後味が特徴です。

¥1,550

Rochefort10
ロシュフォール 10
Alc.Vol.11.3% 330ml
とても濃厚で、ボディは
ボリュームたっぷり。熟
した果実を思わせる甘み
とドライな後味が特徴で
す。

¥1,900

Trappiste Beers

“世界で6カ
所のみの聖な

るビール”

修道院内の醸
造所で厳しい

戒律に守

られて造られ
る伝統的ビー

ル。濃色

でアルコール
度数が高く苦

みの強い

ものが多い。

トラピストビ
ールとは

トラピストビール



数量
限定
数量
限定

ボトルビールは大きいほどおいしい！

Party Bottle

BIG SIZE

RED ¥2,350
750ml

※3000ml は要予約となっております

WHITE

BLUE

BLUE

BLUE

¥2,250
¥2,800
¥6,800
¥19,000

1,500ml

3,000ml


