ALCOHOL
ドライバーの方へのアルコール提供は、お断りさせていただいております。

生ビール

キリン 一番搾り

Draft beer

アサヒ スーパードライ

大 700ml

¥1,040(税込)

中 435ml

¥810(税込)

小 300ml

¥610(税込)

Kirin Ichiban shibori
Asahi Super dry

瓶ビール
Bottled beer

中瓶 ¥840(税込)

キリン 一番搾り
Kirin Ichiban shibori

中瓶 ¥840(税込)

アサヒ スーパードライ
Asahi Super dry

サッポロ 生ビール 黒ラベル

中瓶 ¥840(税込)

Sapporo Black label

サントリー ザ・プレミアム・モルツ

中瓶 ¥870(税込)

Suntory the Premium malts

ノンアルコール
Non Alcoholic

サントリー オールフリー

小瓶 ¥620(税込)

Suntory ALL-FREE (334ml)

アサヒ ドライゼロ

小瓶 ¥620(税込)

Asahi Dry Zero (334ml)

緑の地球 麦 〈鹿児島県 小正醸造〉

焼酎
Sho-chu

麦焼酎
Barley

グラス ¥740(税込)

Midori no chikyu (Kagoshima Prefecture)

壱岐の島 〈長崎県 壱岐の蔵酒造〉

グラス ¥800(税込)

Iki no shima (Nagasaki Prefecture)
ボトル

知心剣 〈大分県〉

ボトル ¥5,250(税込)

Shirasinken (Oita Prefecture)

緑の地球 芋 〈鹿児島県 小正醸造〉

芋焼酎
Sweet potato

グラス ¥850(税込)

Midori no chikyu (Kagoshima Prefecture)

小鹿 〈鹿児島県 小鹿酒造〉

グラス ¥900(税込)

Kojika (Kagoshima Prefecture)
ボトル

一刻者 〈鹿児島県〉

ボトル ¥5,250(税込)

Ikkomon (Kagoshima Prefecture)

※焼酎グラス ソーダ割・烏龍茶割は別途￥80 頂戴いたします。

ALCOHOL
ドライバーの方へのアルコール提供は、お断りさせていただいております。

ワイン

グラス

Wine

Glass

¥650(税込)

グラス スパークリングワイン
Glass sparkling wine

¥770(税込)

グラス ワイン （白又は赤）
Glass wine (White or Red)

スパークリングワイン ボトル

ボトル
Bottle

¥3,000(税込)

Bottle Sparkling wine

【白】 瀬田ゴルフコース おすすめワイン

¥4,600(税込)

〈White wine〉

【赤】 瀬田ゴルフコース おすすめワイン

¥4,600(税込)

〈Red wine〉

日本酒

【瓶冷酒】 純米酒 あみんちゅ 〈湖南市 北島酒造〉
〈Cold sake〉 Aminchu Junmai

300ml ¥1,330(税込)

Sake

燗酒

一合

¥630(税込)

〈Hot sake〉

ウイスキー 他
Whiskey

ウイスキー（S）

¥630(税込)

Whiskey

ウイスキー（W）

¥1,050(税込)

Whiskey

ハイボール

¥660(税込)

Whiskey soda

MEGA ハイボール

¥1,320(税込)

Whiskey soda

チューハイ レモン

¥660(税込)

Lemon Chu hi

プロサワー （ドライ）

¥660(税込)

Pro Sour Dry

プロサワー（すっきりトマト）

¥660(税込)

Pro Sour Tomato

梅酒
Ume Shu (Plum liquor)

¥660(税込)

Beverage

Cold

コカ コーラ Coca cola
ジンジャーエール Ginger ale
レモンスカッシュ Lemon squash
メロンソーダ Melon soda
三ツ矢サイダー Mitsuya Cider

¥460(税込)
¥460(税込)
¥460(税込)
¥460(税込)
¥460(税込)

オレンジジュース Orange juice
グレープフルーツジュース Grapefruits juice
トマトジュース Tomato juice
野菜と果実のジュース Vegetable & Fruits juice

¥460(税込)

アイス コーヒー Iced coffee
アイス カフェ・オ・レ Iced Café au lait
アイス ミルク Cold milk

¥480(税込)
¥530(税込)
¥460(税込)

烏龍茶

Iced oolong tea

¥400(税込)

炭酸水

Sparkling water

¥400(税込)

コーヒー

Hot

Coffee

カフェ・オ・レ
紅茶

Café au lait

¥480(税込)
¥530(税込)
¥480(税込)

Tea

ホット ミルク

¥460(税込)
¥460(税込)
¥460(税込)

Hot milk

¥460(税込)

