
ブレンドコーヒー ￥ 506 アイスコーヒー ￥ 528
Blend coffee Iced coffee

エスプレッソコーヒー ￥ 506 アイスカフェ･オ･レ ￥ 583
Espresso coffee Iced  au lait

カフェ･オ･レ ￥ 583 アイスハニーカフェ･オレ ￥ 605
Café au lait Iced honey Café au lait

ハニーカフェ･オレ ￥ 605 紅茶・アイスティー
Honey Café au lait Tea

￥ 528

アイスウーロン茶 ￥ 550 ココア (Hot or Cold） ￥ 583
Iced Oolong tea Cocoa

ペプシコーラ ￥ 550 高原ミルク (Hot or Cold） ￥ 550
Pepsi-cola Milk

ジンジャーエール ￥ 550 ペリエ　小瓶　330ml ￥ 627
Ginger ale perie

レモンスカッシュ ￥ 550 高原ﾐﾙｸとはちみつ ￥ 583
Lemon spuash Milk and honey

野菜100％ジュース ￥ 583 信州りんご100％ジュース ￥ 583
Vegetable Shinshu apples

オレンジ100％ジュース ￥ 583 トマト100％ジュース ￥ 583
Orange Tomato

グレープフルーツジュース ￥ 583 信州ぶどう100%ジュース ￥ 583
grapefruit grape

   Softdrinks ＆ Milk　　ソフトドリンク・ミルク

   Juice　　ジュース

表示は税込価格です

   Coffee & Tea　　コーヒー・紅茶

(ストレート・レモン・ミルク)



ザ･プレミアムモルツ ザ・プレミアムモルツ 500ml

 Suntory The Premium Malt’s  Suntory The Premium Malt's

ザ･プレミアムモルツ 黒ビール アサヒスーパードライ 500ml

 Suntory The Premium Malt’s Dark beer  Asahi SUPER “DRY”

ザ・プレミアムモルツ　ハーフ＆ハーフ キリン一番搾り 500ml

 Suntory The Premium Malt’s Half & Half  Kirin Ichiban Shibori

アサヒ　スーパードライ　 サッポロ黒ラベル 500ml

 Asahi Super Dry  Sapporo Black Label

￥ 858

￥ 715 ￥ 836

クリア ￥ 792 ダーク ￥ 792
 Clear beer Dark beer

サントリー オールフリー ￥ 638 アサヒ ドライゼロ ￥ 638
 Suntory ALL FREE  Asahi DRY ZERO

角ハイボール ￥ 715 白州ハイボール ￥ 880
 Suntory KAKU  Suntory THE HAKUSHU

山崎ハイボール ￥ 880 響ハイボール ￥ 990
 Suntory THE YAMAZAKI  Suntory THE HIBIKI

*各種ストレート・ロック・水割り・お湯割りもございます。

レモンサワー ￥ 638 グレープフルーツサワー ￥ 638
Lemon  Grapefruit

   Alcoholic beverage　　焼酎・日本酒・ワインシャンディ・ガフ ￥ 770 レッド・アイ ￥ 770
Shandy Gaff Red Eye

芋焼酎　白玉の露 ￥ 693 麦焼酎　黒閻魔 ￥ 693
 Shiratamanotuyu / Imo-Shōchū,made from potato Kuroenma / Mugi-shōchū,made from barley

日本酒一合　寒竹 ￥ 660 ウーロンハイ(甲焼酎) ￥ 550
 kanntiku / Japanese Sake  Oolong high

手造り吟醸　寒竹(300ml) ￥ 990 ワイン　赤 ・白 グラス ￥ 660
 tozukasyuzou / Japanese Sake Wine .

そば焼酎　　草笛 ￥ 660 梅酒（信州産梅使用）鳴龍 ￥ 660
 totukasyuzou / soba-shoucyuu *ソーダ割り・ロックがございます。　おすすめはロックになります。

   Alcoholic beverage　　焼酎・日本酒・ワイン・サワー

   Karuizawa Brewery　　軽井沢ビール　小瓶　330ml

   Non-alcoholic Beer　　ノンアルコールビール　小瓶　334ml

   Suntory Whisky Highball　　ウィスキーハイボール

グラス　各 各

表示は税込価格です

    Draft Beer　　樽生ビール    Beer Bottle　　瓶ビール　500ml

ジョッキ　各



軽井沢で栽培したさつまいもをしようした焼酎です

すべての宝山シリーズの、旨さの基準です。 たまらない　という意味です。

酒造元 西酒造 酒造元 戸塚酒造

原材料 さつま芋(黄金千貫)・米麹(白麹/国産米) 原材料 さつまいも（軽井沢産）　米麹

産地 鹿児島県 産地 長野県　佐久市

度数 25度 度数 25度

容量 720ml 容量 720ml

￥ ￥

黒麹由来のほのかな甘みとまろやかな味わいが 河童伝説の地（軽井沢釜ヶ淵）付近で

印象的。麦本来の甘みとコクのバランスが良い、 栽培した麦を使用

上品な飲み口です。 すっきりとした飲み口の焼酎です。

酒造元 老松酒造 酒造元 戸塚酒造

原材料 麦・麦麹（黒麹） 原材料 麦（軽井沢産）　米麹

産地 大分県 産地 長野県　佐久市

度数 25度 度数 25度

容量 720ml 容量 720ml

￥ ￥

５年貯蔵
じっくりと穏やかに熟成しました。 すっきりとした飲み口の梅酒です。

長期貯蔵ならではのやわらかな味と香りの 信州産の梅を使用しりんご蜂蜜で仕込み熟成した

そば焼酎です。 極上の味わいです。ロックがおすすめです。

酒造元 戸塚酒造 酒造元 千曲錦酒造

原材料 そば　米麹 原材料 梅　米焼酎　糖類　はちみつ

産地 長野県　佐久市 産地 長野県　佐久市

度数 25度 度数 １４度

容量 720ml 容量 720ml

￥ ￥4,950

鳴龍（県産梅使用）

3,080

黒閻魔

4,950

   Mugi Shōchū　　麦焼酎

  　soba Shōchū　　そば焼酎　　　梅酒

草笛　そば焼酎

4,400

しろがっぱ

しっかりと芋を感じさせながら、

丸さを感じる飲み口の心地よさ。 こてさんね　とは佐久の方言で　居心地がいい

4,950 4,400

表示は税込表示です

   Imo Shōchū　　芋焼酎

薩摩宝山 こてさんね紫



1937（昭和12）年、角瓶誕生。 森の若葉のようにみずみずしくフレッシュな香り、

以来、激動の70年を超えて不動。 爽やかで軽快なキレのよい味わい。

四角いボトル、亀甲型の刻み模様が、 色 明るい黄金色

確かな品質を物語り続けてきました。 香り すだち、ミント

軽快で爽やかな口あたり、ほのかな

酸味を感じるすっきりさ

かすかなスモーキー、すっきりとしたキレ

￥ ￥

色 赤みがかった明るい琥珀色 色 琥珀色

香り いちご、さくらんぼ 香り 桃、熟した柿、マーマレード、バター

ハチミツ、なめらかな口当たり カスタードクリーム、トフィー、ココナッツ

広がりを感じる甘味 バニラ、丁子

甘いバニラ、シナモン 奥行きのある甘味、厚みのある味わい

甘いバニラ、樽香、心地よく長い余韻

￥ ￥

色 琥珀色

ローズ、ライチ、ほのかなローズマリー、 色 赤みがかった琥珀色

熟成した樽の香り、白檀 トマト100％ジュース 香り 野いちご、白桃、パイナップル

ハチミツの透き通った甘さ、 ふくらみのある甘み

オレンジピールチョコレート 味わい 心地よい酸味

繊細、やさしく穏やかに続く余韻、

ほのかなミズナラ 余韻 やわらかく甘やか、ほろ苦い余韻

￥ ￥

15,400 30,800

響
BRENDER'S　CHOICE

16,500

余韻

味わい

香り

30,800

余韻
綺麗で心地よい余韻

4,950

THE YAMAZAKI 12years

山崎

余韻

表示は税込表示です

   Suntory Whisky　　サントリーウィスキー

響
JAPANESE HARMONY

角
KAKU

白州
THE HAKUSHU

山崎 12年

15,400

味わい

味わい

THE YAMAZAKI

味わい
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