
Tasting Set (4 kinds)
¥1,100 

Growler : 
40oz (1,182ml) ¥2,400 
64oz (1,900ml) ¥3,800

Limited
BrewTAKIBI -Bonfire-

ALC: 5.0%  IBU: 23  SRM: 4 (EBC  8)

Brewed with Bavarian smoked malted barley, this 
unique and smoky pale ale was made with the typical 
smoked beer from the town of Bamberg, Germany in 
mind. 
ドイツ産のラオホモルト（スモークモルト）とライモルトを使ったスモーク
ビール。ドイツバンベルク市では日常的に飲まれているスモークビールをモ
チーフに、ペールエールスタイルで醸造したドリンカブルな一杯です。

焚き火

Limited
Brew

ALC: 4.5%   IBU: 25    SRM: 6 (EBC 12)

Our original pale ale recipe is tweaked with loads of 
Belgian yeast! Enjoy a f loral aroma and bitterness 
created by the unique yeast while having a very 
smooth palate. 
定番人気ペールエールの材料にベルジャンイーストを採用し、新たなビ
ールへと昇華させました。華やかなベルジャン香と苦みの調和が絶妙
な一杯です。

Belgian Pale Ale
ベルジャンペールエール

Seas�al
BrewFORTUNE IPA

ALC: 4.5%  IBU: 50  SRM: 4 (EBC  8)

Based off a traditional 7 ingredient porridge, this 
session IPA uses 7 different hops which is brewed 
with the perfect balance! A very smooth and drink-
able glass whi le having the right bitterness and 
depth! 
セッションIPAスタイルに「七草粥」をイメージして7種類のホップを絶妙
なバランスでブレンドしました。ドリンカブルなのに、味わいや苦みもしっか
りと感じられる一杯です。

笑門来福

ALC: 4.5%   IBU: 15   SRM: 5 (EBC 10)

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

ウィートエール
Wheat Ale

ALC: 4.5%   IBU: 29.5   SRM: 8 (EBC 18)

Our f lagship brew, rich and malty medium body ale 
with bronze color and citrus-f loral aromas from a 
liberal dose of cascade hops.
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
番ビールです。

ペールエール
Pale Ale 

ALC: 6.0%   IBU: 50   SRM: 10 (EBC 20)

West coast style “super hoppy” and slightly bitter ale 
with medium malty body and high alcohol content. 
Serious IPA drinkers will love this brew.
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。

インディアペールエール
IPA

ALC: 4.5%   IBU: 29   SRM: 25 (EBC 50)

English style rich ale with roasted malt, soft hops 
and  citrus aromas, medium bodied and dark in color.
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、低炭酸で苦味を抑えています。

アンバーエール
Amber Ale

ALC: 8.0%   IBU: 55   SRM: 70 (EBC 138)

Dark, rich and creamy ale with coffee and caramel 
flavors and a nice bitter finish.
焙煎された麦芽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、しっかりとした苦味を楽しめる黒ビールです。

インペリアルスタウト
IMPERIAL STOUT

Small ¥600
8.5oz (250ml)

Large ¥1,380
22oz (650ml)

Medium ¥980
14oz (420ml)

Boot ¥2,100
28oz (1,000ml)

Limited
BrewHONEY TRAP ～Season 2 Dry Persimmon Ver.～

ALC: 10%   IBU: 21   SRM: 50 (EBC 100)

The 2nd instal lment of the popular 2018 Honey 
Trap! This high alcohol glass is a full bodied stout 
with a dry persimmon aroma which is brewed for 
you to slowly enjoy! 
2018年の人気ビールの第二弾。ハイアルコールのスタウトに蜂蜜を
合わせた芳醇な一杯。干し柿の香りとボディ感を、じっくりと時間を掛
けてお楽しみください。

ハニートラップ ～Season 2 干し柿編～

Limited
BrewImperial IPA

ALC: 8.0%  IBU: 65.6  SRM: 5 (EBC  10)

Brewed with generous amounts of hops, this juicy and 
fruity IPA has one smooth palate. The perfect high 
alcohol content yet drinkable glass!
アロマホップをふんだんに使ったジューシーでフルーティーなIPA。アルコ
ールの高さを感じさせない仕上がりを、じっくりとお楽しみください！

インペリアルIPA

¥800 (200ml)



Milkshake
ミルクシェイク.........................................................................¥830
(Vanilla / Chocolate / Strawberry / Banana)
（バニラ / チョコレート / ストロベリー / バナナ）

Monthly shake
マンスリーシェイク.................................................................¥880
(Tiramisu / ティラミス)

Whiskey shake (Bourbon)
ウイスキーシェイク（バーボン）.........................................¥1,000
This shake contains bourbon whiskey. 
こちらのシェイクはバーボンウイスキーを使用しております。

CAN
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
Underwood Pinot Gris 250ml
アンダーウッド、ピノ グリ..................................................................................................................................................................................... ¥1,500
Underwood Pinot Noir 250ml
アンダーウッド、ピノノワール ............................................................................................................................................................................. ¥1,500

WHITE
J.W Morris, Chardonnay
ジェイ ダブリュ モーリス、シャルドネ ...............................................................................................................................................................¥3,800
Cline, Farmhouse 
クライン、ファームハウス......................................................................................................................................................................................¥4,800
Firestone, Sauvignon Blanc 
ファイヤーストーン、ソーヴィニヨン ブラン.....................................................................................................................................................¥5,500

RED
J.W Morris, Pinot Noir
ジェイ ダブリュ モーリス、ピノノワール ...........................................................................................................................................................¥3,800
Three Thieves, Cabernet Sauvignon
スリー シーヴズ、カベルネ ソーヴィニヨン ....................................................................................................................................................¥4,800
Bogle Vineyards, Zinfandel 
ボーグル ヴィンヤーズ、ジンファンデル..........................................................................................................................................................¥5,800
Seagrass, Pinot Noir
シーグラス、ピノノワール.....................................................................................................................................................................................¥6,000

Coke / Coke Zero
コカ コーラ / コーラ ゼロ ......................................................¥580
7UP
セブンアップ ..............................................................................¥580
Root Beer “A&W”
ルートビア ...................................................................................¥580
Yuzu Sparkling “KIMINO YUZU”
ゆず スパークリング ................................................................¥680
100% Orange juice
100％ オレンジジュース........................................................¥580
Iced tea “Mighty leaf”
アイスティー “マイティーリーフ” ..........................................¥580
Sparkling water
スパークリング ウォーター .....................................................¥750

Craft Ginger Mojito
クラフト ジンジャー モヒート.............................................¥1,300
Smoky Sazerac
スモーキー サゼラック........................................................¥1,400
SMOKEHOUSE Lime Fizz
スモークハウス ライム フィズ...........................................¥1,200
Smoke Orange Highball
スモークオレンジ ハイボール .......................................... ¥1,150
Buffalo Lemonade
バッファロー レモネード.....................................................¥1,000
Raspberry Rhubarb Gin Soda
ラズベリー ルバーブ ジン ソーダ ................................... ¥1,150
Smoky Bloody Mary
スモーキー ブラッディー マリー .....................................¥1,250


