
ビール 

アサヒビール

生小 350

生中    560

アサヒビール (中瓶)  590

サッポロエビス(中瓶) 640

ハートランドビール(中瓶)

590

ドライゼロ(中瓶)   430
ノンアルコールビール

  金澤クラフトビール 

 

麦酒が 1986年より醸造、出荷をしている 

ピルスナースタイルの麦芽 100%ビール 

ボディが軽めだがキレがよく、爽やかな香り 

 [330ml] 880

[330ml]880

無濾過非加熱のフレッシュなホワイトエール 

隠し味に山椒を少しだけ使用和 

金沢最古の宮石浦神社のキャラクター「きまちゃん」 

「金沢ゆず」をつかったクラフトビール「ゆずエール」が 

フレーバー部門で金賞を受賞

ゆずとビール発酵時のエステルが華やかに薫る
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カクテル 

 
各 670   

カシスオレンジ 

カシスウーロン 

カシスソーダ 

カンパリオレンジ 

カンパリソーダー 

抹茶ミルク 

スクリュードライバー 

カルアミルク 

グリーンバナナミルク 

グリーンバナナジンｼﾞャー 

ピーチウーロン 

ジンバック 

 
 

 

 

 

 



冷 酒 

菊姫  先一杯 
柔らかな旨味と口当たり、やさしい酔い心地 

「まず一杯」のつもりで 

グラス 550

一合 830

奥能登輪島 千枚田 
輪島の名勝千枚田の米も使用した純米酒  

軽やかな味と切れのよさが大好評  

グラス 550

一合 830

手取川 あらばしり 

グラス 660

一合 940

富山 苗加屋 純米吟醸「生純」
一切濾過をかけずに瓶詰 

お米の旨みを生かした、しっかりとした味わい 

グラス 660

一合 940

満歳楽 おんな川 純米吟醸 
能登杜氏「家修」が浅野皮川をイメージした 

オリジナル純米吟醸酒

やわらかくふくらむ味わい 

グラス 610

  一合 880

”あらばしり”とは もろみを槽に積み重ね 

自らの重さによって流れ出る最上の酒を意味 

雑味の少ないすっきりとした喉越しが特徴 



吉田蔵 純米大吟醸 
爽やかなフルーツの香り、シャープ  

ふくよかなお米の味わい

グラス 750

一合 1050

梵 ゴールド 

無過 純米大吟醸 
透き通る素晴らしい香りが立ち、 

柔らかで爽やかな存在感のある味わい 

グラス 770

一合 1100

宗玄 純米吟醸 
純米ならではの、米の旨み、吟醸酒の香り 

酒蔵宗玄最高の逸品 

グラス 880

一合 1320

白菊 純米吟醸 
甘口でありながらも重くなく、 

しなやかな口どけの優しく穏やか 

グラス 880

一合 1320

地酒 呑みくらべ 

菊姫   手取川 白菊 
 先一杯 あらばしり  純米吟醸 

1100
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グラス

銀のすずめ 440
厳選した大麦・大麦麹と天然の清冽な水だけを使用 

まろやかな味わい 

つくし    500
五年以上熟成した原酒を加えており 

さわやかな香りとすっきりとした味わい 

村正 500
低温発酵 竹炭で仕上げに香味を 

スパッとした切れ味のよさとコクのある味わい

能登ちょんがりぶし 500
「ちょんがりぶし」とは、ちょんがり節と言い、 

珠洲地方の盆踊りや祭礼に囃された踊り唄のこと 

地元の方々に愛されてきた焼酎 

水割り お湯割りとさらりとした口当たり

黒さそり   520
黒麹造り 

ガツンとひびく個性的な味わい 

月心 520
無過麦焼酎 

減圧蒸留＋麦焼酎という事もあり、 

爽やかな印象 

焼酎はグラス料金を表示しております 

ロック、水割り、お湯割りをご注文下さい

ボトル 1.8ℓでのご注文はスタッフまで 

麦



焼 酎

グラス

黒霧島 520
黒麹の醸すうまさはトロリとした甘み 

キリッとした後切れ味

もぐら   540
「黄金千貫」良質なさつまいもを 100%使用 

無ろ過ならではの味わいと、複雑な味わい 

れんと 610
奄美黒糖焼酎 

貯蔵タンクの中で、クラシックを 

聴かされ「ゆっくり」と音響熟成 

軽やかな口あたりと、豊かな香りが特徴 

赤霧島 630
幻の紫芋「ムラサキマサリ」が原料 
後を引くような甘みと気品高い香りが特徴醇 

赤兎馬   640
”一日に千里走る”という名馬から名を 

借りたこの焼酎 

口当たりが良く飲みやすい 

金沢 五郎島金時 
加賀野菜・五郎島金時が、九州・鹿児島へ“里帰り” 

風味を生かしながらも、すっきりとした味わい 

ボトル 720ｍｌのみ 5,610

芋



日本酒 

常温     [小・大] 

天狗舞 舞 小 ￥460

大 ￥880
山廃仕込みをブレンド  

飲み口が軽快、しっかりした旨味 

満歳楽 初音 小 ￥570

大 ￥1100
加賀の酒らしいやわらかな風味 

キレがよく、杯が進む飲みやすさ

白菊 小 ￥520 

大 ￥990 
穏やかな旨みが心地良い 

軽快で香り高い 本醸造   

菊姫 姫 小 ￥520 

大 ￥990 
マイルドで飲みやすい

やわらかく癒し系の味わい

加賀鳶 小 ￥620 

大 ￥1210 
日本酒の生命線である旨みを   

大切にしながらの「粋」のキレる辛口 

九頭龍 小 ￥670 

大 ￥1320 
舌先に強さを感じさせる触感 

バランス良く溶け合い、心地よい余韻



ハイボール

「BLACK NIKKA」ハイボール

￥510 

竹鶴ハイボール 

 ￥1000 

ジンジャー・ハイボール 

コーク・ハイバール

アップル・ハイボール

各￥560 

酎ハイ 

各￥500

ライム酎ハイ

カシス酎ハイ

巨峰酎ハイ

カルピス酎ハイ

シークワーサー酎ハイ

バナナ酎ハイ 

ざくろ酎ハイ 

マンゴー酎ハイ

メロン酎ハイ

黒蜜酎ハイ
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果実酒 

グラス 

竹葉 能登の梅酒  ￥540
山廃の純米八年古酒をベース      

腰の強味わい 糖由来の優しい甘さ 

加賀梅酒 ￥570 
究極の梅紅映(べにさし)を使用  

香りも味わいも余韻すらも風格あり 

にごりパイン酒 ￥570 
香料、色素不使用  

果肉が入った「にごり」パインリキュール 

生のパイナップルをジュースにしたような味わい 

 

ワイン

グラスワイン 赤・白 

各￥610

ボトルワイン 赤・白 

各￥3080



ソフトドリンク

各￥350

コカ・コーラー

ジンジャーエール 

カルピス

カルピスソーダー

オレンジジュース

グレープフルーツジュース 

ウーロン茶


