ペールエール

アンバーエール

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

English style rich ale with roasted malt,
soft hops and citrus aromas, medium bodied
and dark in color.

淡いブロンズ色のエールで、フルーティな味わいを
持ちながらホップの苦みがバランスよく混ざり合った
T.Y.HARBOR BREWERY の定番ビール。

5 種類の麦芽を使用し、麦本来の甘みや旨味を楽しめる
琥珀色のビール。焙煎したモルトならではのコクがあり、
低炭酸で苦みを抑えています。

ウィートエール

インペリアルスタウト

Belgian style wheat ale with citrus, banana,
bubble gum and clove flavors, light body
and soft effervescence.

Dark, rich and creamy ale with coffee and
caramel flavors and a nice bitter finish.
焙煎の深みとクリーミーなコク、さらにはコーヒーや
カラメルのような風味が特徴の、しっかりとした苦みを
楽しめる黒ビールです。

大麦と小麦を混ぜてつくる典型的なベルギースタイルの
ビール。バナナのようなフルーツとクローブのような
スパイスを感じる香りが特徴です。

インディアペールエール

シーズナルブリュー

West coast style super hoppy and slightly
bitter ale with medium malty body and high
alcohol content.

Our brewer’s special creation inspired by the ever changing
seasons.

柑橘アロマが特徴の 7 種類のホップをペールエールの
3 倍使用したインディアペールエール。パワフルな
苦みと柑橘系の香り、しっかりとしたコクを楽しめます。

四季折々にインスパイアされた、ブルワーオリジナルの限定ビール
です。

BEER COCKTAILS
Citrus Wheat

(Wheat ale, lemonade) シトラスウィート ...................................................................................................................................................... 850

Peach Shandy

(Wheat ale, peach juice) ピーチシャンディー ............................................................................................................................................ 850

Salty Red Eye (Pale ale, tomato juice, salt rim) ソルティレッドアイ................................................................................................................................ 850

SIGNATURE COCKTAILS
Spiced Lemon Rye Highball スパイス レモン ライ ハイボール ............................................................................................................................... 800
crisscross Sangria (Hot/Iced) クリスクロス サングリア ( ホット / アイス ).......................................................................................................... 850
- SPARKLING WINE -

CANNED WINE

Francis Coppola Sofia Blanc de Blancs 187ml フランシス コッポラソフィア、ブランドブラン ....................................... 1,300
Francis Coppola Sofia Brut Rosé 187ml フランシス コッポラソフィア、ブリュット ロゼ ..................................................... 1,300
- WHITE WINE -

Underwood Pinot Gris 250ml アンダーウッド、ピノグリ .................................................................................................................................... 1,500
- RED WINE -

Underwood Pinot Noir 250ml アンダーウッド、ピノノワール

.......................................................................................................................

Bottle wines also available. Please ask our staff for details. 2,800 yen~
ボトルワインご用意ございます。スタッフにお尋ねください。¥2,800〜

1,500

FRUIT JUICE
Peach Juice from Nagano

SODA
630

Yuzu Sparkling ..................................................................................... 680

Apple Juice from Nagano ......................................................... 630

Organic Elderflower Soda ...................................................... 680

Tomato Juice from Hokkaido ............................................ 630

Lemon Squash ....................................................................................... 680

Mandarin Orange Juice from Ehime ....................... 630

Ginger Lemonade .............................................................................. 680

Lemongrass Lemonade (Hot/Iced) .............................. 680

Sparkling Water (750ml).............................................................. 950

長野県産 白桃ジュース

.......................................................

長野県産 りんごジュース

北海道産 トマトジュース

愛媛県産 みかんジュース - 不知火 -

レモングラスレモネード ( ホット / アイス )

ゆずスパークリング

オーガニックエルダーフラワーソーダ

レモンスカッシュ

ジンジャーレモネード

スパークリング ウォーター

COFFEE by THE ROASTERY
Coffee *Free refill ....................................................................................... 650

Iced Coffee ............................................................................................... 680

Café au Lait (Hot/Iced) ................................................................ 730

Coffee (Decaf) ..................................................................................... 630

コーヒー * おかわり自由

アイス コーヒー

カフェオレ ( ホット / アイス )

デカフェコーヒー

TEA
Darjeeling / HARNEY& SONS, New York ............................. 630

Peppermint

Earl Grey

Chamomile Citrus / Mighty-leaf, San Francisco .......... 650

ダージリン

/ HARNEY& SONS, New York ............................... 630

アールグレイ

Royal Milk Tea.................................................................. 730
ロイヤルミルクティー

ペパーミント

/ HARNEY& SONS, New York ....................... 650

カモミール シトラス

Iced Tea

/ Mighty-leaf, San Francisco *Free refill....... 580

アイスティー *おかわり自由

