ドリンクメニュー

うたごえ喫茶

・赤フル ボトル ……………… 2 ,5０0円

ワイン

サンライズ カベルネ・ソーヴィ二ヨン／チリ

・白フルボトル……………2,0００円

・赤ハーフボトル…………… 1,5００円

・白ハーフボトル…………1,1０0円

・グラスワイン 赤・白…………4 8０円

ビニャマイポ

シャルドネ／チリ

P&R. ソービニヨン

ボトル

ともしび

サンタ・リタ カベルネ・ソーヴィ二ヨン／チリ
メルロー／フランス

ボトルキープ期間は３ヶ月です

・ジン………………………………2,200円
・ウォッカ ………………………… 2,7００円
・いいちこ／ 麦焼酎 …………… ３,０００円
・蘭／芋焼酎………………………3,２０0円
・瑞泉／泡盛………………………3,２０0円
・ブラックニッカ／ウイスキー … 4,２00円
・スーパーニッカ／ウイスキー … ６,１００円
・ライムコンク…………………… 1,３００円

・氷………………………10０円
・お湯……………………10０円
・レモンスライス……… 2０0円
・ミネラルウォーター…3５０円
・割り用ウーロン茶…… 5００円
・割り用炭酸……………３５０円
・ライムシロップ……… 2０0円
・梅干し ………………… 5０円

ソフトドリンク
・ホットコーヒー ………………４８０円

・ジンジャーエール………４８０円

・アイスコーヒー ………………５１０円

・シークワーサージュース…４８０円

・アイスティー
（レモン／ミルク）……………５１０円

・シークワーサースカッシュ
……………………………５１０円

・紅茶（レモン／ミルク）………４８０円

・ホットゆずティー ……………４８０円
・ミルク（アイス／ホット）……４８０円

・ウーロン茶
（アイス／ ホット）……………４８０円
・カルピス（アイス／ホット）…４８０円

沖 縄産 ヒラミレモン果 汁 100％使用！

・オレンジジュース ………５１０円
果汁 100％

・トマトジュース ………… ５１０円
・リンゴジュース ………… ５１０円
青森県直送の「りんごのしずく」

生しぼり100％！

※すべての価格は税抜き価格です。

ドリンクメニュー
瓶ビール
・瓶ビール (大瓶 )……………780 円
キリンラガー

生ビール
・生ビール（大）………………780 円
アサヒスーパードライ

・生ビール（中）……………… 630 円
・生ビール（グラス）………… 520 円
・ノンアルコールビール……4８0円
アサヒドライゼロ

酎ハイ
・レモンハイ…………………4８0円
・ライムハイ…………………4８0円
・ウーロンハイ………………4８0円
・緑茶カテキンハイ…………4８0円
・カルピスハイ………………4８0円
・シークワーサーハイ……… 530円
沖 縄産ヒラミレモン果汁 100％ 使用！

・梅酒サワー…………………48０円
・ゆずサワー…………………５５０円

焼酎
・麦焼酎（いいちこ）
…………５0０円

うたごえチャージ
お１人 様 ８0０円

・芋焼酎（蘭)…………………５20 円
2 0 18 . 1 2 . 1

水割・お湯割り・ロック、お好きな飲み方で

※すべての価格は税抜き価格です。

カクテル
・ジンリッキー…………………５００円
・ジンライム……………………５００円
・モスコミュール………………５００円
・ウォッカライム ………………５００円
・カシスソーダ…………………５５０円
・カシスオレンジ………………５５０円
・カシスカルピス………………５５０円
・カシスミルク…………………５５０円
・カシスビール………………… 5６０円
・ウイスキー

( ブラックニッカ ) …
水割り／ロック

5００円

・ハイボール……………………５５０円

日本酒
・尾張男山（１合）常温／熱燗 …５００円
（２合）……………… 7５０円
・おすすめ冷酒 東北支援！……• 6２0円
東 北各地 からのお 取りよせ銘酒

泡盛
・瑞泉 …………………………５20 円
ロックが おススメ！

お料理

とりあえずの一品
・ミックスナッツ ………… 5００円

・枝豆 …………………… 4５0円

・キスチョコ………………４８０円

・いぶりがっこ ………… 4５０円

・チーズの盛り合わせ……9５０円

・いぶりがっことクリームチーズ
………………………… 600 円
・こんにゃくの味噌田楽 … 5２０円
・なすの一本漬け…………52０円 ・にしんの 切り込み ……４８０円
・ざく切りキャベ ツ …… ４５０円

★ 細切りニシンを 米麹で熟成させた、
東北・北海道の郷土料理。

揚げ物

・冷や奴……………………450円 ・ちくわの磯辺揚げ……… 500 円
・おもちのいそべ焼き……450円 ・ジャーマンポテト……… 680 円
・豚の生姜焼き…………… 6８０円 ・マーミナーチャンプル ー
………………………… 650 円
・豚キムチ………………… 7００円
★もやしのチャンプルーです
・ウインナー盛り合わせ… 9５０円

・ハバネロウインナー…… 60０円

ピザ

・焼うどん ………………7３０円

・鶏 の唐揚げ …………… 6５０円 ・ひとくち厚 揚げ ……… 5００円
・いかの唐揚げ ………… 60０円 ・ごぼうの唐揚げ……… 5００円
・玉ねぎの 天ぷら ……… 58０円 ・チーズの包み揚げ…… 5００円
※すべての価格は税抜き価格です。

★↓福島県浪江町支援メニュー！

・浪江焼きそば …………8４0円
（ハーフサイズ）…………５２0円
・昔懐 かしのナポリタン
…………………………75０円
・カルボナーラ …………7５０円
・カレーライス…………６００円
・おにぎり ……………… 5２０円

3５０円メニュー

★6 月〜9 月の季節メニューです

お食事

・ポテトフライ……………５００円

お 得な、ちょこっと

・ゴーヤチャンプルー……730 円

サラダ

・キムチ

・豆腐サラダ………… 65０円

・なめたけおろし

・シーザーサラダ…… 65０円

・チーズクラッカー
・揚げたてえびせん

・じゃことワカメのサラダ
……………………… 65０円

・揚げ ギョウザ

・トマトサラダ……… 6 5０円

・オニオンスライス

※各ミニサイズ……… 4 50円

（おかかと梅干のおにぎり・味噌 汁付き）

★↓料理とセットでどうぞ！

・ごはんセット ………… 3５０円
・味噌 汁…………………10０円

♪ともしび 歌集

・きのこピザ……9５０円
・ミックスピザ ………… 9５０円
・チーズとガーリックピザ
………………………… 8５０円

デザート
・フルーツ杏仁…………4８０円
・2色アイス …………… 4８０円
※すべての価格は税抜き価格です。

うたごえを楽しんで
いただくためにおすすめです♪

★「うたの世界５３３」………………８１0円

★「文字の大きい うたの世界５３３」
……………………………………１,００0円
★「うたの世界 第２集 ２０９」……５０0円

★２冊セット（５３３＋２０９）は
…………………サービス価格で販売中！
★ 歌集セットレンタル…… ………１００円

