
Wheat Ale

Pale Ale 

IPA

Amber Ale

IMPERIAL STOUT

ウィートエール

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

ペールエール

ALC : 4.5%
IBU : 29.5
SRM : 8 (EBC 16)

インディアペールエール

ALC : 6%
IBU : 50
SRM : 10 (EBC 20)

アンバーエール

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

インペリアルスタウト

ALC : 8%
IBU : 55
SRM : 70 (EBC 138)

CHICKEN SEAFOOD SALAD

GOES WELL WITH

BURGER SPICY FOODFRIED FOOD

GOES WELL WITH

BURGER SPICY FOODFRIED FOOD

GOES WELL WITH

PORK BEEF FRIED FOOD DESSERT

GOES WELL WITH

CHOCOLATE SMOKED MEATS SAVORY FOOD DESSERT

GOES WELL WITH

BUBBLE

Roederer Estate, Quartet brut, Mendocino ............................................................ ¥8,000
ロデレール エステート、カルテット ブリュト

WHITE

Grand Cru Vineyards, Chardonnay ....................................................................... Glass  ¥900
グランクリュヴィンヤーズ、シャルドネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥4,000

Cline, Farmhouse................................................................................................................................¥4,900
クライン、ファームハウス

Ballard Lane, Sauvignon Blanc............................................................................................... ¥5,500
バラードレーン、ソーヴィニヨンブラン

RED

Grand Cru Vineyards, Merlot ..........................................................................................Glass  ¥900
グランクリュヴィンヤーズ、メルロー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥4,000

Three Thieves, Cabernet Sauvignon................................................................................... ¥5,000
スリー シーヴス、カベルネソーヴィニヨン

Bogle Vineyards, Zinfandel ........................................................................................................ ¥6,000
ボーグル ヴィンヤーズ、ジンファンデル

Seagrass, Pinot Noir......................................................................................................................... ¥6,000
シーグラス、ピノノワール

Bench, Sonoma coast, Pinot Noir ...........................................................................................¥7,700
ベンチ、ソノマ コースト、ピノノワール

Dear Rich, Santa Lucia Highlands, Pinot Noir ........................................................... ¥8,500
ディア リッチ、 サンタルチア ハイランズ、ピノノワール

Black Smith, Napa, Cabernet Sauvignon........................................................................ ¥9,800
ブラック スミス、ナパ、カベルネソーヴィニヨン



Small (250ml) ¥600    Medium (420ml) ¥980
  Large (650ml)¥1,380         

Small (250ml) ¥550    Medium (420ml) ¥880
  Large (650ml)¥1,280    

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

Belg ian style wheat a le with citrus, 
banana, bubble gum and clove f lavors, 
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 16)

O u r f l a g s h ip br e w, r ich a nd m a lt y 
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)

Wes t 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 f lavors 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

STANDARD LINEUP SEASONALS & LIMITED

TastingSet4 Kinds
   ¥1,100

BOURBON
Bulleit
ビュレット......................................................¥1,050
（KENTUCKY / ケンタッキー）

Buffalo Trace
バッファロー トレース................................¥1,050
（KENTUCKY / ケンタッキー）

Johnny Drum
ジョニードラム.............................................¥1,050
（KENTUCKY / ケンタッキー

Eagle Rare 10yr
イーグル レア 10年 ..................................¥1,250
（KENTUCKY / ケンタッキー）

Pure X.O
ピュアX.O ...................................................¥1,250
（KENTUCKY / ケンタッキー）

Blanton, Original
ブラントン、オリジナル..............................¥1,350
（KENTUCKY / ケンタッキー）

Maker's Mark 46
メーカーズマーク46 ................................¥1,350
（KENTUCKY / ケンタッキー）

Knob Creek, Single Barrel
ノブ クリーク、シングル バレル .............¥1,350
（KENTUCKY / ケンタッキー）

Basil Hayden
ベイゼル ヘイデン.....................................¥1,400
（KENTUCKY / ケンタッキー）

Woodford Reserve
ウッドフォード リザーヴ ...........................¥1,450
（KENTUCKY / ケンタッキー）

Rowan's Creek
ローワンズ クリーク...................................¥1,600
（KENTUCKY / ケンタッキー）

Michter's Sour Mash
ミクターズ、サワーマッシュ .....................¥1,650
（KENTUCKY / ケンタッキー）

GIN
Bluecoat
ブルーコート................................................ ¥1,100
（PENNSYLVANIA / ペンシルバニア）

VODKA
Tito's
ティトス ......................................................... ¥1,100
（TEXAS / テキサス）

LIQUOR
Koval Cranberry Gin
コーヴァル、クランベリー ジン................¥1,300
（ILLINOIS / イリノイ）

RYE
Templeton
テンプルトン................................................¥1,500
（IOWA / アイオワ）

Michter’s 
ミクターズ ....................................................¥1,600
（KENTUCKY / ケンタッキー）

Koval
コーヴァル....................................................¥1,600
（ILLINOIS / イリノイ）

Sazerac
サゼラック....................................................¥1,800
（LOUISIANA / ルイジアナ）

Willett Family Estate
ウィレット ファミリー エステート ........... ¥2,200
（KENTUCKY / ケンタッキー）

OTHER WHISKEY
Gentleman Jack 
ジェントルマン ジャック............................¥1,050
（TENNESSEE / テネシー）

Koval, Four Grain
コーヴァル 、フォーグレーン....................¥1,700
（ILLINOIS / イリノイ）

Whipper Snapper 
ホイッパー スナッパー..............................¥1,800
（OREGON / オレゴン）

High West, American Prairie
ハイ ウェスト、アメリカン プレーリー... ¥2,000
（UTAH / ユタ）

PREMIUM WHISKEY
Served 45ml 
Uncle Nearest 1856 
アンクル ニアレスト 1856 ................... ¥2,200
（TENNESSEE / テネシー）

WhistlePig Old World Rye 12y
ホイッスルピッグ ライ 12年 ................. ¥2,250
（VERMONT / バーモント）

Westland American Single Molt
ウエストランド シングルモルト............. ¥2,350
（WASHINGTON / ワシントン）

Jack Daniel's Sinatra Select
ジャックダニエル シナトラ セレクト..... ¥2,400
（TENNESSEE / テネシー）

Angels Envy Finished Rye
エンジェルズ エンヴィ ライ ................... ¥2,450
（KENTUCKY / ケンタッキー）

Marker's Mark Keeneland 2012
メーカーズマーク キーンランド 2012... ¥2,550
（KENTUCKY / ケンタッキー）

Craft Pineapple Mojito
クラフト パイナップル モヒート............................................................................................................. ¥1,300

Craft Coke & Jack
クラフト コーク & ジャック..................................................................................................................... ¥1,200

Kentucky Hop Buck
ケンタッキー ホップ バック.................................................................................................................... ¥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

SMOKEHOUSE BBQ Bloody Mary
スモークハウス BBQ ブラッディー マリー ...................................................................................... ¥1,350

Coke / Coke Zero
コカ コーラ / コーラ ゼロ ...........................................................................................................................¥580
Ginger Ale
ジンジャーエール ..........................................................................................................................................¥580
Homemade Lemonade
自家製レモネード ..........................................................................................................................................¥680

100% Cold Pressed Orange Juice
100% コールドプレス オレンジ ジュース.............................................................................................¥680

100% Cold Pressed Pink Grapefruits Juice
100% コールドプレス ピンク グレープフルーツ ジュース ..................................................................¥680
Raspberry Rhubarb Soda
ラズベリー ルバーブ ソーダ .......................................................................................................................¥680

Orange Berry Cooler
オレンジ ベリー クーラー .............................................................................................................................¥780

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。

Monthly shake
マンスリーシェイク.........................................................................................................................................¥880
Ask your waiter.
ウェイターにお尋ねください。

Milkshake
ミルクシェイク.................................................................................................................................................¥880
Vanilla / Chocolate / Strawberry / Banana
バニラ / チョコレート / ストロベリー / バナナ

Seas�al
Brew

Limited
Brew

ALC: 6.5%  IBU: 36.5  SRM: 4 (EBC 8)

Collaboration brew with Oni Densetsu! This 
Cold IPA is brewed with rice koji for a rich 
aroma and has a pleasantly dry taste along 
with a refreshing acidity.
あの鬼伝説とのコラボ醸造ビール！米麹を使用し香り
豊かに仕上 げたCold IPA。ドライな中の麹由来の
爽やかな酸味が心地よい一 杯です。

OniTY IPA
オニティーIPA

ALC: 4.0%  IBU: 0  SRM: 1 (EBC 2)

Hard Seltzer, a West Coast favorite f inally 
brewed in T.Y.HARBOR Brewery! Almost no 
malt is used, making it low in calories. Enjoy 
the refreshing lemon flavor! Served with ice.
西海岸で挙って造っているハードセルツァーをついに T.Y.
でも醸造！麦芽をほぼ使用していないため、低カロリー。レ
モンの爽やかな香りを氷と一緒にお楽しみください！

Liquid Sunshine
リキッドサンシャイン

Limited
Brew

ALC: 5.5%  IBU: 18.0  SRM: 3 (EBC 6)

Fou r t h i n st a l l ment of ou r or i g i n a l 
saison series with a light body brewed 
with noble hops from France. A smooth 
and crisp f in ish making it a perfect 
drink for a hot summer day.
今年で4回目のマセゾン。ボディは軽めに、ホップはフ
ランス産のノーブルホップを使用し、暑い夏の日に
ぴったりな一杯に仕上げました。

saison d'été
セゾン デテ

Limited
Brew

ALC: 3.2%  IBU: 17.0  SRM: 3 (EBC 6)

A dry, low a lcohol beer brewed with 
hone y! T he mout h fe e l  a nd s mo ot h 
palate from the wheat and oats makes 
this a easy drinking brew!
蜂蜜を使用したドライな飲み心地のローアルコール 
ビール。ウィートとオーツがもたらすマウスフィールで 
飲みごたえもお楽しみいただけます。

Tipsy Honey
ほろ酔いハニー

ALC: 4.1%  IBU: 16  SRM: 3 (EBC 6)

Rich use of hops allows you to enjoy the 
gorgeous aroma, while the bitterness is 
kept to a minimum resulting in a light and 
smooth palate perfect for a first drink!
華やかな香りを楽しめるようホップは贅沢に使用しつ
つ苦味は抑え、ボディは夏らしく軽やかに仕上げまし
た。ファーストドリン クにおすすめな一杯です。

Hoppy Golden
ホッピーゴールデン

Seas�al
Brew


