
BEER COCKTAILS
Citrus wheat    (Wheat ale, lemonade)   シトラスウィート........................................................................................................................................................800

Peach shandy  (Wheat ale, peach juice)  ピーチシャンディー .............................................................................................................................................800

Salty red eye (Pale ale, tomato juice, salt rim) ソルティレッドアイ...................................................................................................................................800

- SPARKLING  WINE -
Matinal, Rose Brut ..........................................g 800 /  b 4,800
マティナル、ロゼブリュット

Domaine Chandon, Brut, .................. g 1,000 /  b 6,000
ドメーヌ シャンドン

- SANGRIA -
crisscross sangria (Hot / Iced)............................................g 850
クリスクロスサングリア (ホット / アイス )

- WHITE WINE -
Ponte de Baroca, Vinho Verde .............g 800 /  b 4,800
ポンテ デ バロカ、ヴィニョ ヴェルデ

Newton, Chardonnay .............................. g 1,100 /  b 6,600
ニュートン、シャルドネ

- RED WINE -
Fantini, Primitivo.............................................g 800 /  b 4,800
ファンティーニ、プリミティーヴォ

Newton, Cabernet Sauvignon .......  g 1,100 / b 6,600
ニュートン、 カベルネ ソーヴィニヨン

インディアペールエール
West coast style "super hoppy" and slightly bitter 
ale with medium malty body and high alcohol
content. Serious IPA drinkers will love this brew.

ペールエールの3倍のホップを使い、
しっかりした苦味とキレのあるコクを楽しめます。

ペールエール
Our flagship brew, rich and malty medium 
body ale with bronze color and citrus-floral 
aromas from a liberal dose of cascade hops.

フルーティな味わいとホップの苦味がバランス
よく混ざり合ったT.Y.HARBOR の定番ビールです。

ウィートエール
Belgian style wheat ale with citrus, banana,
bubble gum and clove flavors, light body and 
soft e�ervescence.

大麦に小麦を混ぜたベルギースタイルのビールスパイス
とトロピカルフルーツが香るフルーティな味わい。

Fig Wheat Wine  フィグ ウィート ワイン
This is a high alcohol fruit beer made by adding black figs to a wheat 
wine with mellow tastes. The rich flavors of the figs and the mild 
tones of the wheat are memorable. 
小麦麦芽を使ったまろやかな口当たりのウィートワインに黒イチジクを加えた
ハイアルコールのフルーツビール。 黒イチジクのコクと小麦のマイルドな
味わいが印象的。

インペリアルスタウト
Dark, rich and creamy ale with co�ee and 
caramel flavors and a nice bitter finish
焙煎の深みとクリーミーなコクにコーヒーや
カラメルのようなしっかりとしたビターを
楽しめる本格黒ビールです。

アンバーエール
English style rich ale with roasted malt, soft hops 
and  citrus aromas, medium bodied and dark in color.

漆黒に近い琥珀色でボディのしっかりしたタイプ。
リッチなコクがありながら苦味を抑えてありますので、
ゆっくりと楽しめます。

WINE

¥ 920 ¥ 920

¥ 920

¥ 980

¥ 980

200ml ¥ 650



SOFT DRINKS

FRUIT JUICE

Peach juice from Shinshu ........................................................600
長野産 白桃ジュース

Apple juice from Nagano ...........................................................600
長野県産 りんごジュース

Tomato juice from Hokkaido ..............................................600
北海道産 トマトジュース

Lemongrass lemonade (Hot / Iced) ...............................   650
レモングラスレモネード (ホット / アイス )

SODA  / SEASONAL

Yuzu sparkling ......................................................................................650
ゆずスパークリング

Agave & pomegranate vinegar soda............................650
アガヴェとザクロ酢のソーダ

Sparkling verjus grape soda .................................................650
国産ぶどう酢のローズマリーソーダ

Hot apple honey ginger tea ..................................................   650
ホットアップルハニージンジャーティー

COFFEE by NOZY COFFEE 

Co�ee   *Free refill ....................................................................................  600
コーヒー  *おかわり自由

Café au lait  (Hot/Iced)................................................................  700
カフェオレ  (ホット/アイス )

Iced co�ee................................................................................................. 650
アイス コーヒー

Darjeeling  / HARNEY & SONS, New York............................. 600
ダージリン

Earl Grey  / HARNEY & SONS, New York............................... 600
アールグレイ

Caramel royal milk tea  (Hot/Iced)..............................   650
  / Mighty-leaf, San Fransisco
 キャラメルロイヤルミルクティー  (ホット/アイス )

TEA

Peppermint  / HARNEY & SONS, New York ....................... 600
 ペパーミント

Chamomile citrus  / Mighty-leaf, San Fransico  ............ 600
カモミール シトラス

Iced tea  / Mighty-leaf, San Fransico   *Free refill ..........500
アイスティー  *おかわり自由


