
飲み放題メニュー
＜飲み放題 100 分：1,580 円 + 税＞

ウーロン茶

オレンジジュース

カルピス

コーラ

アセロラソーダ

ジンジャーエール

白ぶどうソーダ

白ぶどうジュース

生ビール

ビール

（スーパードライ）

ジンバック

ジンライム

バナナフィズ

ピーチフィズ

カシスフィズ

ジンフィズ

バナナミルク

ピーチミルク

カシスミルク

カルーアミルク

まっ茶ミルク

オレンジヨーグルト

ヨーグルトサワー

カルグルト

カルーアオレンジ

カシスオレンジ

ファージネーブル

シャンディガフ

サムライロック

照葉樹林

カンパリオレンジ

本格カクテル

角ハイボール

ハイボール

ライム

カルピス

レモン

パイン

アセロラ

柚子＆ハチミツ

酎ハイ

麦焼酎
芋焼酎

焼  酎

冷酒
燗酒

日本酒

（グラス）

赤・白
スプリッツアー

ワイン

（ワインのソーダー割）

梅・白桃
あんず
グレープフルーツ

果実酒

※写真はイメージです。
※詳しくは店員にお問い合わせ下さい。

ソフトドリンク



アサヒスーパードライ ￥580+税

キリンクラシックラガー ￥580+税

アサヒドライゼロ ￥490+税

※写真はイメージです　※税抜き価格です

スーパードライ 【小】￥490+税 【中】￥540+税

エビス 【小】￥540+税 【中】￥580+税

プレミアムモルツ 【小】￥540+税 【中】￥580+税

生ビール

ビンビール

（ノンアルコール）

角ハイボール ￥430+税

角ハイボール（濃いめ） ￥450+税

ゆずみつハイボール ￥450+税

沖縄シークヮーサーハイボール ￥450+税

角ハイジンジャー ￥450+税

角ハイコーラ ￥450+税

山崎ハイボール ￥540+税

白州ハイボール ￥540+税

ハイボール



※写真はイメージです　※税抜き価格です

特選ワイン

みつわ地酒 ￥490+税

久保田 紅寿 ￥760+税

六十餘洲 ￥440+税

八海山 ￥580+税

浦霞 ￥580+税

真澄 ￥670+税

特選地酒

（イタリア産）

みつわオリジナルワイン ￥2,500+税

【赤：ミディアム～フルボディ】【白：やや辛口】

（イタリア・750mL）

ボトルワイン

グラス

ボトル

グラスワイン

赤　・　白 ￥510+税
スプリッツアー ￥440+税（ワインのソーダー割）

※グラスは一合弱になります。

※熱燗は一合又は二合になりますのでグラスの値段より割高になります。

みつわ地酒 ￥2,000+税

八海山 ￥1,160+税

すず音 ￥1,530+税

（本醸造・新潟・720mL）

（純米吟醸・新潟・180mL）

（スパークリング日本酒・300mL）

（本醸造・新潟）

（純米吟醸・新潟）

（本醸造・新潟）

（純米吟醸・長野）

（本醸造・宮城）

（長崎）



カクテル All ￥450+税

スプリッツアー
赤or白ワインのソーダー割ワインが苦手
な人もこれなら大丈夫！

ジンライム
オン・ザ・ロックのスタンダードカクテル

カンパリオレンジ
甘さ+ほろ苦さでオトナの味

ジンバック
「バック」とはレモンジュースを入れジン
ジャーエールで割ったものです。

サムライロック
日本酒党に人気！日本酒とライムのスッ
キリしたカクテル。

照葉樹林
日本人が愛してやまないお茶のカクテ
ル。どうぞご堪能ください。

シャンディガフ
ビール+ジンジャーエールの二つのおい
しさ

カルグルト
カルーアミルクよりも軽い味わいでスッ
キリ飲みやすい

カシスグレープフルーツ
甘ささっぱり！

カルーアバナナミルク
なつかしのトラ吉を思わせる味

みつわのヨーグルトカシオレ風
定番カシオレにヨーグルトをプラス

プレリュードフィズ
甘苦い…初恋の味

カルーアオレンジ
「フルーツ+コーヒー又はチョコ」系がお
好きな方には堪らないかも

カシスオレンジ
女性に大人気‼カシスとオレンジの甘い
カクテル‼

ファジーネーブル
飲めない人もこれなら飲める！？

オレンジヨーグルト
甘いカクテルがお好きな方におススメ！

ヨーグルトサワー
スコールに似たさわやかなカクテル女将
のおススメNo1

カシスフィズ
カシスの酸味が柔らかくなり甘く感じや
すいです。

バナナフィズ
濃厚なバナナの香りだが、レモンのさわ
やかな酸味で意外とさっぱり。

ピーチフィズ
桃の香りが心地良く、さっぱりとしてい
て、とても飲みやすいです！

ジンフィズ
ジンにソーダを加えた爽やかなカクテ
ル！

カルーアミルク
甘くてコーヒー牛乳のような味わいで、
お酒が苦手な方でも飲みやすい！

抹茶ミルク
ミルクのまろやかな口当たりと抹茶の香
りがポイントです。

バナナミルク
バナナの香りにミルクのまろやかさが
マッチした飲みやすい味わい

ピーチミルク
ピーチの香りにミルクのまろやかさが
マッチした、フルーティな味わい。

カシスミルク
甘さだけではなくほのかな酸味も感じら
れるカクテル

※写真はイメージです　※税抜き価格です

みつわのヨーグルトトロピカル風
なつかしいフルーツ牛乳風味をカクテルで



※写真はイメージです　※税抜き価格です

果実酒

酎ハイ

ロック又はソーダー割でお楽しみください

All ￥430+税

All ￥430+税

沖縄シークヮーサー

レモン

ライム

パイン

白桃酒

あんず酒

梅酒

グレープフルーツ酒

桃特有の特融甘く快い香りのお酒です

昔懐かしく味わいとさわやかな甘酸っぱさが特徴です

紀州南高梅を使った香り豊かなお酒です

爽快なおいしさと心地よく酸味の利いたお酒です

（福島産）

（樹成り完熟）

（紀州産）

（地中海産）

カルピス

アセロラ

柚子＆ハチミツ



※写真はイメージです　※税抜き価格です

芋焼酎

磨き大島
（長崎 大島）

1杯￥450+税　1本（720mL）￥3,000+税

地元西海市で獲れた芋「紅あずま」を原料にし、芋の香りをほどよく抑
え、爽やかな甘さとスッキリした喉ごしの焼酎です。

三岳
（鹿児島・屋久島）

1杯￥420+税　1本（900mL）￥2,600+税

屋久島の名水で仕込んだ本格芋焼酎です。年間生産量が少ないため、貴
重な本格焼酎となっています。

五島芋
（長崎）

1杯￥390+税　1本（720mL）￥2,300+税

五島の風土に適した食用芋「高系14号」と九州名水百泉にも選ばれた「七岳湧
水」。心温かい五島の人々の手によって作られた、五島の恵みが詰まった焼酎。

黒霧島
（宮崎）

1杯￥390+税　1本（900mL）￥2,300+税

芳醇にして質実剛健。八十年の時を越えて現代に蘇った黒麹仕込みの本
格芋焼酎です。三段仕込みで醸されたその味はとろりとした甘みにほの
かな苦みが残るキリっとした味わいです。

富の宝山
（鹿児島）

1杯￥430+税　1本（720mL）￥2,700+税

すっきりさわやかな清涼感のある味わい。二次仕込みの原料のコガネセンガン
を丹念に磨きじっくりと低温で発酵させた常圧と減圧の両方を駆使した独自の
蒸留方法でさわやかな柑橘系でマスカットのような柔らかい香りの芋焼酎。

伊佐美
（鹿児島）

1杯￥570+税

良質のサツマイモと米麹のみを使用し造られた名品中の名品です。軽や
かで柔らかい味わいと喉ごしの良さが特徴！

※ミネラル、氷代は別途頂戴致します



※写真はイメージです　※税抜き価格です

白岳 しろ
（熊本）

1杯￥380+税　1本（720mL）￥2,100+税

「米」にこだわり、厳選したおいしいお米を使用。水はミネラル分を豊富に
含んだ人吉盆地の清らかなきれいな水で、ていねいに造った自然の恵み
いっぱいの本格米焼酎です。

壱岐スーパーゴールド
（長崎） 1杯￥420+税　1本（720mL）￥2,600+税

香味の優れてる部分だけをとり、樫樽に貯蔵し地下蔵で5年間熟成させた本格焼
酎。樫樽独自の色と香りほんのりとした口当たりと甘みを醸しだしてくれます。

尋ね鳥 1杯￥510+税　1本（720mL）￥4,000+税

大陸を超えてきた蒸留酒の流れを汲む麦焼酎「尋ね鳥」。伝統の技で造ら
れた原酒を低濃度で貯蔵し熟成させた本格麦焼酎。

（長崎 壱岐）

みつわ焼酎 1杯￥380+税　1本（900mL）￥1,900+税

オリジナルラベルの大麦本格焼酎。大変飲みやすく、価格もお手頃なの
で当店No1の人気焼酎です。

五島麦 1杯￥390+税　1本（720mL）￥2,300+税

五島産二条大麦と九州名水百泉にも選ばれた「七岳湧水」。さらに、心温か
い五島の人々の手によって作られた、五島の恵みが詰まった焼酎です。

米焼酎 ※ミネラル、氷代は別途頂戴致します

麦焼酎 ※ミネラル、氷代は別途頂戴致します



※写真はイメージです　※税抜き価格です

アサヒドライゼロ ￥490+税

カシスオレンジ ￥450+税

カシスグレープフルーツジュース ￥450+税

ファジーネーブル ￥450+税

ピーチミルク ￥450+税

カシスミルク ￥450+税

ピーチフィズ ￥450+税

カシスフィズ ￥450+税

まるで梅酒なノンアルコール ￥450+税

イエロー・ピープル・イーター ￥450+税

ノンアルコール

ソフトドリンク

（ロック・ソーダー割）

（ライム +グレープフルーツ）

コーラ ￥260+税

オレンジジュース ￥260+税

アセロラソーダ ￥260+税

ジンジャーエール ￥260+税

ジンジャーエール ￥280+税

雲仙レモネード ￥280+税

ウーロン茶 ￥230+税

黒烏龍茶 ￥260+税

カルピス ￥260+税

白ぶどう ￥260+税

白ぶどう ￥260+税

（瓶：島原・雲仙の天然水を使用しています）

（辛口・瓶）

（ソーダ）

（ジュース）


