
DRINK MENU

APERITIF

IVY Sangria ／ アイヴィーサングリア  .................................................................................................................................................................................... 950

Seasonal Fruits Cocktail ／ 季節のフルーツ カクテル　 .................................................................................................................................................. 950

JUICE AND SODA

T.Y.HARBOR BREWERY HAND CRAFTED ALES
    

Bubbles by the glass

Patrick Bottex, Cerdon, Savoie, France N.V／ パトリック ボテックス、 セルドン ................................................................................. 1300

Berry's UK Cuvee, Grand Cru, Champagne, France N.V ／ ベリーズ、　UK キュヴェ、　グラン クリュ ................................ 1900

Lemongrass Lemonade 　Hot/Iced .........................................................レモングラス レモネード 　ホット/アイス .....................................  750  

"Homemade Saft" Kiwi, Grapefruit ...................................................... キウイとグレープフルーツの自家製サフトクーラー ........................... 850

Orange Juice from Yamaguchi ..................................................................... みかんジュース　山口県産 ..................................................................... 680

Apple Juice from Nagano .................................................................................リンゴ ジュース　長野県産 ..................................................................... 680

Organic Tomato Juice from Hokkaido ...................................................トマト ジュース　北海道産 ..................................................................... 680

Tropical Mango Nectar from Kumamoto .............................................トロピカル マンゴーネクター　熊本県産 ....................................... 680

Sole, Mineral Water 750ml ........................................................................ ソーレ、ミネラル ウォーター .................................................................. 900
-Sparkling / Natural- -スパークリング / ナチュラル -

インディアペールエール
S  ¥600 / M  ¥ 980

West coast style "super hoppy" and 
slightly bitter ale with medium malty 

body and high alcohol content. Serious 
IPA drinkers will love this brew.

通常のペールエールの3倍のホップを
使用することで通常のビールよりしっかりした
苦味とキレのあるコクをお楽しみください。

ペールエール
S  ¥580 / M  ¥ 920

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。

アンバーエール
S  ¥580 / M  ¥ 920

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。

ウィートエール
S  ¥580 / M  ¥ 920

Belgian style wheat ale with citrus, 
banana, bubble gum and clove flavors,

light body and soft effervescence.

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です。

リリコイ ジンジャー
S  ¥600 / M  ¥ 980

- SEASONAL SPECIAL -

Lilikoi Ginger
インペリアルスタウト
S  ¥600 / M  ¥ 980

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、
また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。

The tropical aromas and refreshing flavors from 
the passion fruit pair well with the hint of 

spicy flavor from the ginger.
パッションフルーツのトロピカルな香りと爽やかな
酸味にほんのり感じるスパイシーなジンジャーの
風味が絶妙なバランス。一杯目からオススメしたい、
すっきりとした喉越しのフルーツビールです。 


