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※表示価格は全て税込です。※特定原材料7品目 卵、乳、小麦、エビ、かに、落花生、ソバを表示しています。　

骨付き鶏もも肉のロースト
1,580
骨付きのモモ肉を丸ごとローストしまし
た。付け合わせのさつまいものアグロド
ルチェと一緒にどうぞ！

骨付き鶏もも肉のロースト
1,580
骨付きのモモ肉を丸ごとローストしまし
た。付け合わせのさつまいものアグロド
ルチェと一緒にどうぞ！

高原白菜とシラスの
ペペロンチーノ
1,250
この時期ならではの地元の白菜を使った
パスタ。料理長イチオシの組み合わせ！

小麦

高原白菜とシラスの
ペペロンチーノ
1,250
この時期ならではの地元の白菜を使った
パスタ。料理長イチオシの組み合わせ！

小麦

豚ひき肉とかぼちゃのクリームパスタ
1,450
カボチャの甘さとクミンでマリネした挽肉のスパイスが
口に広がるパスタです。

小麦乳

豚ひき肉とかぼちゃのクリームパスタ
1,450
カボチャの甘さとクミンでマリネした挽肉のスパイスが
口に広がるパスタです。

小麦乳豚バラ肉のポルケッタ
1,940
低温で8時間じっくりローストしたお肉
は、中は柔らかく、外はパリッと仕上がっ
ています！

乳

豚バラ肉のポルケッタ
1,940
低温で8時間じっくりローストしたお肉
は、中は柔らかく、外はパリッと仕上がっ
ています！

乳

湧水マスのロースト
1,640
地元の玉ねぎを甘みが出るまで炒めた
ソースに、マスの優しい味わいがとても
合います。ごぼうのパリパリ食感と一緒
にお楽しみください

乳

湧水マスのロースト
1,640
地元の玉ねぎを甘みが出るまで炒めた
ソースに、マスの優しい味わいがとても
合います。ごぼうのパリパリ食感と一緒
にお楽しみください

乳

リングイネトマトソース
1,150
モチモチ食感のリングイネをシンプルな
トマトソースで。ヴィーガンの方もお召し
上がりいただけます。

小麦

リングイネトマトソース
1,150
モチモチ食感のリングイネをシンプルな
トマトソースで。ヴィーガンの方もお召し
上がりいただけます。

小麦

食欲の秋を存分に楽しめるボリュームのあるメニューをご用意しました！
地元の旬の食材が満載のROCKの秋をお楽しみください。

recommend



通販でも販売中！
今年も秋の限定ビールが登場。特にオススメなのは、超フレッシュなホップをふんだんに使用した
「HOKUTO」です。お食事のお供に、自分だけの組み合わせを見つけてみてください！

味覚の秋らしく様々なフルーツを使用したドリンクをご用意いたしました。さっぱり系から甘い系まで、お食事にも
デザートにもばっちり合います。秋限定フードとあわせてお楽しみください。

＊表示価格は全て税込です。 ＊特定原材料7品目 乳、卵、小麦、エビ、カニ、落花生、ソバを表示しています。 ＊運転者、および20歳未満の方へのアルコール提供はいたしません。

オールモルト［下面発酵］ALC 5.5%／IBU 24

世界初、ジャパニーズピルスナー

HOKUTO
L 780
S 580 / ピッチャー 3,000

山梨県北杜市産フ
レッシュホップ「カイ
コガネ」を100%使用
したピルスナー。摘み
たてホップにしか出
せない香りと苦みを
お楽しみください。

香り

苦味甘味

コク 爽快感

フルーツオレ
550
アップル、オレンジ、バナナにグァバを加えて
ジャージーミルクとミックス。みんな大好きな味！

乳

桃とぶどう酢のソーダ
480
桃の甘さとぶどう酢の酸味がちょうど良い！
山梨を味わうドリンクが出来ました。

イエティカップジェラート
くるみのキャラメリゼ/巨峰

各380
グランドメニューの定番フレーバーに加え、
季節限定の2種類が登場！

乳

TOUCHDOWN BEER

DRINK DESSERT

10月1日スタート9月中旬スタート

オールモルト［下面発酵］ALC 5.5%／IBU 36

上品な香りと大人の苦味

ショコラ シュバルツ
L 780
S 580 / ピッチャー 3,000

ブラック麦芽の
こげこげしさと
苦味が特徴。ラ
ガーなので後味
スッキリのタッチ
ダウンならでは
の黒ビールです。

香り

苦味甘味

コク 爽快感
オールモルト［下面発酵］ALC 5.0%／IBU 19

天然白樺樹液水使用

白樺ビート“生”
L 780
S 580 / ピッチャー 3,000

貴重な天然白樺
の「樹液水」を仕
込み水の一部に
使用。 全国的に
大変珍しいビー
ル。

香り

苦味甘味

コク 爽快感

Awards
2020 WBA STYLE WINNER WORLD’S BEST

ホワイトチョコラテ<ice/hot>

580
ホワイトチョコの甘い香りとほろ苦い味わ
いをお楽しみください。

乳

バスクチーズケーキ
480
スペイン発祥のバスク風チーズケーキ。
濃厚な味わいをお楽しみください。

小麦乳 卵

×

※写真はイメージです

ホワイトグレープジュース
480
5種の白ぶどうをブレンドしたワイナリー
こだわりのグレープジュースです。

coming soon

coming soon
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カントリー喫茶店だった初代ロックが生まれたのは1971年。開放的でアメリカンスタイル
だった2代目を経て、今のROCKは3代目です。清里の開拓時代から受け継がれる「開拓者
スピリッツ」を基に、50年以上変わらないROCKビーフカレーや、店舗に併設されたブルワリー
でつくられた本物のクラフトビール、地元食材をふんだんに使った料理をお楽しみください。

ROCK Free wifi password:0551482521

萌木の村ROCK　https://rock1971.jp/
ROCK MAGAZINE　https://rockmagazine.jp/
タッチダウンビール通販サイト　https://www.yatsugatake-beer.com/
　　　　　 Follow Me!!　公式SNSで最新情報を発信中！

VOL.10

「ROCKは非日常な世界でとにかく楽しかった」
̶̶ROCK50年の歩み③白倉 徳三̶̶

mini

　ROCKの歴代店長へインタビューをする、
「ROCK50年の歩み」。第3回目は、舩木とともに
初期のROCKを支えた白倉徳三に話を伺った。

―ROCKで働くようになった経緯をお聞かせ
ください。
　出身は北杜市高根町で、学生時代は東京の
大学で映画の勉強をしていて、映画関係の仕
事に就きたかったんだけど、就職できなかった
んだよね。就職浪人で地元に戻って実家の手
伝いをしていた。ROCKにもお客さんとして通っ
てて、上次さん（舩木社長）に声をかけられて、
ROCKで働くようになった感じかな。
―働いていた当時、ROCKはどんな様子でしたか？
　観光ブームになる前だから基本的にのんびりして
いたな。野辺山や川上村とか清里周辺のお客さんが
多かったね。地元の若い人もよく集まった。
―いろいろな思い出があるわけですがROCKで
働いていた時期は、白倉さんにとってどんなもの
でしたか？
　非日常的な世界という感じでとにかく楽しかった。
ROCKに来て初めてバーボンウイスキーの味を

知ったし、ロック音楽も知った。ただ、親父には
よく怒られましたね。あるとき、赤いネクタイをして
帰ったら「水商売みたいなところで働くな」って
ものすごく怒られましたね。
―知らない世界に触れたり、そういう意味では
ROCKは人生を変えた場所というわけですか？
　そうですね。ROCKで働いていたから、飲食店で
お客さん商売するのがいいなって思って、ROCK
を辞めた後にお店を出そうと思った。ROCKから
独立してお店を出したのは僕が第1号なんじゃない
かな？準備期間と言うことで宿泊施設などで働き
ながら勉強をして、1977年に自分のお店である
喫茶店「ミルク」をオープンさせたんです。
―そうなんですね。「ミルク」がオープンしてから
しばらくして、ちょうど清里ブームの始まりましたが、
その当時の清里はどんな様子だったんですか？
　1978年頃ある漫画に清里が出てきて、全国から
中高生が押し寄せてきた。それがあって清里ブー
ムが始まるんだよね。清里っていう名前が知れ
渡って、日本中の若い女性たちの憧れの場所に
なった。宣伝しなくてもお客さんが来ていて、僕は
ラッキーぐらいにしか思わなかったですね。でも、

上次さんは違った。「こんなの本当の清里じゃない
よね」って思っていたようです。多くの人は利益が
出ると、いい車を買ったり海外旅行をしたりと「自
分のために」って人が多かった。でも、「その利益を
地元に還元しよう」って考えていた。だから、萌木
の村を作ったり、地元の子どもたちをドイツへホー
ムステイさせて、ドイツの子どもたちを清里に呼ん
だりするようなことをしていた。 
―これからのROCKにはどうあって欲しと思って
いますか？
僕なんか、燃え尽きちゃっているからなにも言えな
いよ（笑）強いて言うなら、萌木の村のみが繁盛す
るだけではなく、地元との相乗効果で、清里全体が
元気になって欲しいと思う。時代と共に観光動向も
変わってきている。だから先を見通す事も大事では
ないかと思う。ぜひこれからも長く続いていってほ
しい。今は新型コロナウイルスで大変厳しい状況だ
と思いますが何とか乗り越えてほしいな。

I WANT YOU
ROCKスタッフ

募集中!!

萌木の村ROCKでは、一緒に働いて
くれる“元気で笑顔が素敵な仲間”を
募集しています！

TEL / 0551-48-2521
FAX / 0551-20-7551  

Director&Designer／三上浩太&進藤久宇&篠鉄平（Agile Club）、清水まりあ　Photographer／砺波周平、五味貴志、小林雅之　Chef／菊原和徳、谷合慧　Brewer／
松岡風人、名取良輔、黛雅人、手塚夕貴　SPECIAL THANKS／白倉徳三、合同会社ヤツガタケシゴトニン（中村洋平）、ALL ROCK STAFF and you♡

レポートの完全版は
WEB版「ROCK MAGAZINE」
で公開中!!今すぐチェック▶



ROCK創業以来愛され続けるビーフカレーの
6つの秘密をご紹介します。ROCK CURRY

6
50年以上にわたって愛していただき、たくさんの方の記
憶の一部になったことで現在のROCKのカレーは完成し
ました。今ではサラダを別皿に盛って提供しただけで「こ
れじゃROCKのカレーじゃない」とお叱りを受けます。
ROCKのカレーはお店のものでなく、すでにお客様のも
のなのです。

50年の歴史

その味はもはや
店にも変えられない　

ベーコンカレー
Regular 1,580
Half 1,360 / Big 1,790

ビーフカレーに大きな厚切りのオリジナル
ベーコンと温泉卵をトッピング。80年代に登
場し、今ではビーフカレーに次ぐ人気です。

※ごはんとルーの量が変わります。

※ルーの量はごはんに伴います。

※サラダのサイズは変わりません。

サイズの違いについて

Big 400g

Regular 250g

Half 130g

Regular

ROCKビーフカレー
Regular 1,150
Half  960 / Big 1,390

もっともスタンダードなROCKのカレー。
カレー、サラダがひと皿にのり、50年以上変わらず
愛され続けています。

ROCKビーフカレー
Regular 1,150
Half  960 / Big 1,390

もっともスタンダードなROCKのカレー。
カレー、サラダがひと皿にのり、50年以上変わらず
愛され続けています。

ファイヤードッグカレー
Regular 1,650
Half 1,430 / Big 1,870

温泉卵とカラブレッサというピリ辛のソー
セージをトッピングしたメニュー。90年代に
登場。

ダブルファイヤードッグカレー
Regular 1,840
Half 1,650 / Big 2,090

ピリ辛ソーセージを2本トッピングした大ボ
リュームのビーフカレーです。

ベーコン&ファイヤードッグカレー
Regular 1,820
Half 1,610 / Big 2,020

厚切りベーコンとピリ辛ソーセージ、温泉卵
をトッピングしたROCKの全部盛りカレー
です。

ダブルベーコンカレー
Regular 1,790
Half 1,580 / Big 1,990

「ベーコン1枚では足りない！」という人のた
めに厚切りベーコンをダブルでトッピング。

※表示価格は全て税込です。

※写真はレギュラーサイズです。野菜は季節により変わる場合がございます。

＊特定原材料７品目 卵、乳、小麦、エビ、かに、落花生、ソバを表示しています。

ご飯の量

ピリ辛
ソーセージ

ピリ辛
ソーセージ

ピリ辛
ソーセージ

乳 麦 卵

乳 小麦 小麦 小麦 小麦 小麦卵 乳 卵 乳 卵 乳 卵 乳 卵

70g

ご飯の量Quarter 790
みなさまの声にお応えして!ルー
もライスもサラダもHalfサイズの
半分です。※ROCKビーフカレーのみ

乳 卵小麦

1/4サイズ
登場!

3
創業直後の貧乏だったROCKでスタッフ
が大好きだったまかないが「バター醤油ご
はん」。ほかほかごはんとバターはもともと
相性がいいんです。「だったらカレーにも
バターを」と乗せたのが、お酒のつまみ
だったレーズンバター。

レーズンバター

まかない飯と酒のつまみから
生まれた“顔”　

4
ROCKのカレーは最低でも10時間以上、1日かけて
煮込みます。煮込んだあとは最低2日寝かせて
完成まで69時間かかります。

煮込み

とにかく煮込む、
ひたすら寝かす

5
店頭販売用に大量に仕入れたイチゴジャムが
まったく売れず、苦し紛れにカレーに入れたところ、
とびきり美味しくなったんです。

イチゴジャム

仕入れミスから
生まれた隠し味2

カレーと交互に食べたときに一番美味しくなる
ように、ROCKではビネガーを使わないオリジナル
レシピのものをつくっています。

ドレッシング

カレーと一緒に
食べるためのサラダ

1
カレーに使う野菜はもちろん、同じお皿に盛られる
サラダの野菜も地元産。お米も八ヶ岳南麓のブランド米
「梨北米」です。八ヶ岳の恵みを召し上がれ。

地元野菜 &梨北米

八ヶ岳の農家も
まるごといただきます。

小麦



300ml

S

500ml

L

2000ml

ピッチャー
サイズの違いについて

Awards
2015 WBA ジャーマンスタイルペール部門 日本第1位

すっきり爽やか、ほのかな香り

ピルスナー
L 780
S 580 / ピッチャー 3,000

タッチダウンの原
点となったビー
ル。麦本来の香り
と味を楽しめる、
デュンケルと並
ぶ不動の人気メ
ニューです。

オールモルト［下面発酵］ALC 5.5%／IBU 21

香り

苦味甘味

コク 爽快感

Awards
2020 WBA JAPAN WINNER

オールモルト［下面発酵］ALC 6.0%／IBU 26

カラメル麦芽が生む深い味わい

デュンケル
L 780
S 580 / ピッチャー 3,000

「ダーク」を意味
する名前を持つ、
濃くて澄んだ色
のビール。深みが
ありつつスッキリ
した定番人気商
品です。

香り

苦味甘味

コク 爽快感

Awards
2020 WBA WORLD’S BEST STYLE WINNER 

オールモルト［下面発酵］ALC 7.0%／IBU 25

濃く、甘く、深い、長期熟成ビール

プレミアムロックボック
L 860
S 660 / ピッチャー 3,300

タッチダウンのな
かでも特に飛び抜
けた個性を持つ一
杯。麦芽のリッチ
な風味、香り、コク
が非常に深い味わ
いです。

香り

苦味甘味

コク 爽快感

Awards
2016 WBA Rice Beer部門 世界第1位

ライスブレンド［下面発酵］ALC 5.5%／IBU 25

マイルドな苦味と爽快感

清里ラガー
L 780
S 580 / ピッチャー 3,000

WBA2016 Rice 
Beer部門で世界
一の実力を持つ
ビール。キレ味と
上品な苦み、爽や
かさが魅力の一
杯です。

香り

苦味甘味

コク 爽快感

Awards
2020 WBA WORLD’S BEST STYLE WINNER

ライスブレンド［下面発酵］ALC 5.5%／IBU 8

世界初、1杯目専用ビール

ファーストダウン
L 860
S 660 / ピッチャー 3,300

ビールが本当におい
しいのは1杯目。そん
な大切な1杯目専用
ビールです。爽やかな
ホップの香りと後味
すっきりなプレミアム
ライスビールです。

香り

苦味甘味

コク 爽快感

1杯目専用ビール、ファーストダウンからお楽しみください。ピルスナー
はビールの基本です。そこから色の濃い順番に飲み進めてください。ビアフライトセットおすすめの飲み方 !

ファーストダウン ピルスナー 清里ラガー デュンケル プレミアム
ロックボック

1 2 3 4 5

▶ ▶ ▶ ▶

1 2 3 4 5

TOUCHDOWN
ビアフライトセット
150ml×5種　1,860
レギュラーのビール5種類
を少しずつお試しできる
セット。実はたくさん飲め
る、ROCK随一のお得なメ
ニューです。未成年とドライバーの方には、

アルコールは提供しません。
ハンドルキーパー運動に
ご協力ください。

NON ALCOHOL

サントリー
オールフリー
480

ただのクラフトビールではありません。

ROCKは「つくっている場所からほん

の数歩の場所でビールを楽しめるお

店」だって知っていましたか？

ROCKでお出ししているタッチダウン

ビールは、本場ミュンヘンから輸入する

天然酵母と、伝説のビール職人・山田

一巳の門外不出の製造方法にこだわり、

ROCK地下にある八ヶ岳ブルワリー

でつくられます。日本はもとより世界

のビアアワードで数々の一等賞をい

ただいた、ここだから飲める生ビール

です。ぜひ、ROCKのフードと一緒に

お楽しみください。

TOUCHDOWN
BEER

＊運転者、および20歳未満の方へのアルコールの提供はいたしません。 ＊表示価格は全て税込です。



VEGETABLE / OTSUMAMI
ビールのお供におすすめです。
一番人気は特製チーズソースで食べるフライドポテト！

STEAK / GRILL / SAUSAGE
腸詰屋のソーセージは不動の看板メニューです。

ハンバーグは毎日お店で仕込んでいます。
800°Cまであがる上火式のセラミックヒーターで焼き上げるステーキや腸詰屋のソーセージは不動の看板メニューです。

ハンバーグは毎日お店で仕込んでいます。

腸詰屋ソーセージ 3種盛り
880
国内産の原料にこだわった安心安全のソーセージです。
通販、ROCKSTOREでも販売しておりますのでお土産にも
おすすめです。

乳

赤身サイコロステーキ
150g 2,860
ガーリックライスとの相性抜群。肉を感じてください！

ポリネシアン
ソース

サーロインステーキ
225g 3,880
山梨県産の牛を使用したサーロインステーキです。
高級部位といえば、サーロイン。贅沢といえばサーロイン。
豪華といえばサーロイン。是非！！

しょうゆ わさび 岩塩

3種類のソース付き

デミグラス
ソース

手ごねハンバーグ
200g 1,790
毎日お店で愛情込めて仕込んでいます。クラシック
タイプのハンバーグに仕上げました。

卵乳 小麦

＊特定原材料7品目 卵、乳、小麦、エビ、かに、落花生、ソバを表示しています。 ＊表示価格は全て税込です。

パリパリザーサイ
350
パリパリ食感のザーサイは、おつまみでも
そのままおかずでも楽しめます！

種付きオリーブ
400
ROCK STOREでも販売されている美味
しいオリーブです。

さつまいものコンフィ
330
ニンニクとローズマリーでシンプルなコン
フィに仕上げました。

トマトマリネサラダ
450
北杜市で栽培されたトマトを使用しています。
オリーブオイル、レモン、ビネガーのシン
プルドレッシングであえました。

はくれいだけマリネ
440
長野県小海町で栽培される白麗茸をマリネ
しました。

くらかけ豆腐
330
オリーブオイルと塩でお召し上がりください。

クランチ
フライドポテト
380
2種類のフライドポテトを自家製クリームチーズのディップソース
でお召し上がりください。

腸詰屋
ハムサラダ
440
腸詰屋の3種類のハムを使用したサラダ。味の違いをお楽しみください。

自家製
クリーム
チーズ

乳 乳 小麦

青トマトのピクルス
330
青トマトの酸味に少しスパイシーな味付け。

キャロットラッペ
280
ニンジン本来の甘さとビネガーの酸味を
お楽しみください。

野辺山キムチ
330
野辺山高原で採れた白菜などを漬けたキムチ。

エビ



キッズ100%ジュース
各 180
オレンジ /ぶどう/アップル

キッズパン
280
お子様向けの白い柔らかいパン

乳 小麦

キッズカレー
640
お子様向けの甘口カレーです。

乳 小麦

キッズソフト
220
キッズサイズのソフトクリームです。

乳 小麦

KIDS MENU 未就学児のお子様向けメニューです。

ミニカレー
660
それでもカレーを食べたいあなたに！（お茶碗約一杯分）

乳 小麦

ガーリックトースト
280
オリジナルのブレッドにガーリックバ
ターを。おつまみにもオススメです。

乳 小麦

ブレッツェル
330
噛みしめると小麦の旨味を感じる、ドイツ発祥
の素朴なパン。おつまみにもオススメです。

小麦

オリジナルパン
280
油脂、卵は使用していません。ROCKオリジナルの
白パンとライ麦パンです。

小麦

RICE&BREAD メイン料理に合わせてどうぞ！

石焼き
ガーリックライス
540
お肉に合わせるならガーリックライス。（お茶碗約一杯分）

乳

ライス
Regular 220 / Half 170 / Big 270
地元の梨北米です。

SIDE DISH / KIDS
料理にもビールにも相性抜群なサイドメニューです。
キッズメニューはお子様向けにスパイスや塩味を控えめに仕上げています。

お好みのジャムをお選びください。

かぼちゃストロベリー りんご

DESSERT
地元産のジェラートを2ブランドご用意しました。

清里といえばソフトクリーム！様々なバリエーションをお楽しみください。

カフェデリス
620
オーガニックエスプレッソ
inソフトクリーム。

乳

ストロベリーデリス
580
Strawberry Fields
Forever.

乳

イエティ
カップジェラート
ジャージーミルク/
スモークナッツ&チョコレート/
ストロベリーミルクソルベ

各 380
八ヶ岳南麓・北杜市高根町のジェ
ラートファクトリー・イエティ。上
質なジャージーミルクを使用した、
個性豊かなジェラートです。

落花生乳

麓ジェラート
フレッシュミルク/ラムレーズン/
ほうじ茶

各 380
北杜市白州町で、地元の素材を
たっぷり使って作られている濃厚
ジェラート。

乳

クレマカタラーナ
400
スペイン、カタルーニャ地方の
お菓子。ジャージー牛乳と卵で
濃厚に仕上げ、凍らせました。

乳 卵

ソフトクリーム
540 / Mini 380
ソフトクリーム
540 / Mini 380
濃厚ソフトクリームにグラノーラ。

乳 小麦

パンナコッタ
550
ジャージー牛乳を使ったイタリアンの
定番デザート。

乳

厚切りトースト
1,100
名物の厚さ8cmの特製食パンに自家製のジャ
ム、ホイップクリーム、ミニソフト、 レーズンバ
ターを添えて。

乳 小麦

＊特定原材料7品目 卵、乳、小麦、エビ、かに、落花生、ソバを表示しています。 ＊表示価格は全て税込です。

クリームソーダ
580
ROCKの隠れた人気デザート。

乳

※写真はミニソフトです

※写真はカフェデリスです



BEVERAGE
有機栽培認証されたコーヒー豆、オーガニック茶葉、
日本で唯一の有機JAS認証を取得しているジャージー牛乳など、
素材にこだわってご提供しています。

※ROCKでは2019年3月15日よりプラスチックストローのご提供を終了いたしました。
　ストローをご使用になりたい方は自然に配慮した代替ストローをご用意いたします。スタッフまでお申し付けください。

ALCOHOL
山梨県、特に八ヶ岳周辺は、名水に恵まれており、数多くの酒蔵・酒造メーカーがあります。

ビール、ウイスキー、ワイン、日本酒、焼酎といろんなお酒が一気に楽しめる、世界でも珍しい土地なのです。
山梨の地で育まれた、個性豊かな味わいを、ぜひROCKのお食事と一緒にお楽しみください。

アルガーノ ボシケ（白）
勝沼醸造／辛口 
ソービニヨンブランのような華やかな香り、 穏やかな酸味とほのかな甘味が絶妙
なバランスです。

ベリーA  百（赤）
マルサン葡萄酒／ミディアムボディ　
木苺のような甘い香りと程よいタンニンが特徴の軽やかな赤ワインです。

WINE

グラスワイン

ボトル　5,400アルガーノ クラン（赤）
勝沼醸造／ミディアムボディ
ベリー系の香りと豊かな果実味に加え、 柔らかい酸味、 円い渋みがバランスよく
調和するミディアムボディです。

ルバイヤート ルージュ樽貯蔵（赤）
丸藤葡萄酒／ミディアムボディ
１２か月小樽で熟成させた落ち着きのある香りと凝縮感のあるバランスのよい味
わいが楽しめます。

ボトル　3,900

ボトル　5,400

甲州 百（白）
マルサン葡萄酒／辛口
果皮の香りや味わいを感じることができる心地よい白ワインです。

本日のグラスワイン（赤・白）　オススメの県産ワインをご提供いたします。

グラス120ml　580 グラス120ml　580

グラス120ml　780

白州
（ストレート/ロック/ハイボールも提供可）

同じ北杜市にある広大な森の中で育まれたシングルモルトウイスキー白州。

45ml　980 メイカーズクラフト
（ストレート/ロック/ハイボールも提供可）　

清里開拓の父、ポール・ラッシュの故郷ケンタッキー州でつくられるバーボン
「メイカーズマーク」。

45ml　780

WHISKEY

※運転者、および20歳未満の方へのアルコール提供はいたしません。　※表示価格は全て税込です。

ドリップコーヒー（hot/ice） キャラメルラテ（ice） オーガニックティー（ice） オーガニックティー（hot/ポット450ml）

PREMIUM 100% JUICE

オレンジ

ブラッドオレンジ

アップル

ぶどう（山梨県産）

もも（山梨県産）

480

480

480

480

480

good

good

SOFT DRINK

コカ・コーラ

ジンジャーエール

ゆずソーダ（大分県大山町産）

うめソーダ（大分県大山町産）

アップルビネガーソーダ（北杜市産）

ウーロン茶

380

380

480

480

480

380

good

good

good

アップルビネガーソーダうめソーダゆずソーダもも（山梨県産） ぶどう（山梨県産）

good

good

good

good

ジャージーミルク （ice/hot）

ミルキーラッシー ブルーベリー

MILK

520

580

乳 ミルキーラッシー プレーン

ミルキーラッシー ストロベリー

550

580

乳

乳乳

日本で唯一有機JAS認証を取得した清泉寮ジャージー牛乳を使用しています。

ドリップコーヒー （ice/hot） ＊おかわり自由

ジャージーカフェラテ （ice/hot）

キャラメルラテ （ice/hot）

COFFEE

420

550

580

オーガニックティー（ice/hot）

※hotはアールグレイ/ミント/オレンジ/ジンジャーツイストより選べます。

ロイヤルミルクティー（ice/hot）

TEA

420

580
good

有機栽培認証されたコーヒー豆を使用。フレーバーラテの甘味は、
アガベシロップを使っています。

カリフォルニアのティーブランド「マイティーリーフ社」製オーガニッ
ク茶葉を使用しています。

乳

乳 乳

SAKE / SHOCHU

七賢　風凛美山
山梨銘醸／純米酒
米の旨味を引き出しながらふわりと感じる上品な甘味が爽やかに鼻を抜けていき
ます。幅広い料理と合います。

武の井　純米吟醸
武の井酒造／純米吟醸酒
美山錦100％使用。爽快感ある上品な口当たりの辛口純米吟醸。

谷桜　生いき
谷櫻酒造／本醸造生酒
生酒用に特別に醸した爽やかでフルーティーな味と香り。

甲斐男山　本生
八巻酒造／本醸造生酒
寒中に丹精込めて仕込んだすっきり飲める生酒。

甲斐男山　清里
八巻酒造／純米酒
純米酒らしい飲み口でしっかりとした飲みごたえ。辛口。

武の井　八ヶ岳の舞
武の井酒造／米焼酎
八ヶ岳南麓の伏流水から丹念に醸した米焼酎。スムーズなのに味わい深い山梨
県唯一の本格純米焼酎です。

300ml　980

300ml　980

300ml　980

300ml　980

720ml　2,300

90ml　540

ミルキーラッシー ブルーベリー
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