
ALCOHOL DRINK

生ビール

- BEER -

600

グラスビール 350

シャンディーガフ

レッドアイ

クラフトビールNo.1 人気  IPA100乾杯は生でいかがでしょう！

黒ラベル +ジンジャーエール

黒ラベル +トマトジュース

カンパリビア
黒ラベル +カンパリ

カシスビア
黒ラベル +カシス

ビアスプリッツァ
黒ラベル +スパークリングワイン

飛良泉　山廃純米　蔵囲い熟成酒　

きもと

ひらいずみ

700

大七純米　生酛 700

福山
地酒

宝剣　　純米吟醸　八反錦 700

てんぽういち

天宝一　純米吟醸　山田錦  700料理長厳選

料理長厳選

割り方　・ロック・ストレート・水割り・ソーダ割り（ハイボール）・コーラ割り・ジンジャーエール割り

★トマトハイボール

- HIGHBALL / WHISKEY - ― 焼酎 ―
600

Maker’s mark 650

Dewar’s 12 YEARS OLD
麦）　二階堂　　　500

芋）　黒霧島　　　500
600

日本酒

デュワーズ 12年

メーカーズマーク

ドイツといえばのヴァイツェンビール 飲みやすくてコクのある
明治維新（黒）

IPA100（イギリス）
ホップの豊富な香りと苦みが特徴の IPA

アダムとイブ（ベルギー）
ホップの苦みと濃厚な味わい

ヴァイツェンビール（ドイツ）
オーガニックの白ビール

リンデマン・フランボワーズ
甘酸っぱいフランボワーズ香る可愛いビールです

明治維新 
麦芽 100％のスッキリした味わい

明治維新  （黒ビール）
SGS という特別マイルドなホップを使用

山路を登りながら

山路を登りながら

山路を登りながら

ALL850

ALL600



NON ALCOHOL

※その他カクテルは、スタッフにお声がけください。

・自家製シロップのレモンサワー

・カツオ香るトマトハイ

・本日のオススメサワー

・ブラックティーサワー

・ピーチウーロン

・葉とらずりんごサワー

・尾道パパイヤ酢サワー（レモン）

・尾道パパイヤ酢サワー（だいだい）

・キティ（赤ワイン +ジンジャーエール）

・洋梨スパークリング

・楊貴妃スパークリング

・グレープフルーツスパークリング

・カシススパークリング

・オレンジスパークリング

・白いキティ（白ワイン +ジンジャーエール）

SOUR/COCKTAIL

ｰNON ALCOHOL BEERｰ

自家製レモンスカッシュ 500

ティーソーダ 500

龍馬 1865 400

龍馬レモン 400

自家製レモネード 500

酔わないキティ 500

黒ウーロン茶 400

ストロベリーナイト 500

フラミンゴ（パイン +クランベリー） 500

500モーリス・ホワイト
（カルピス +ジンジャーエール）

（バラのシロップ +クランベリー +炭酸水）
赤いバラ 500

白いバラ（バラのシロップ +桃 +炭酸水） 500

350トニックウォーター

200炭酸水

400オレンジジュース

400グレープフルーツジュース

400コーラ

400ネクター（桃）

500葉とらずリンゴジュース

IMPH でしか飲めない自家製シロップを贅沢に使用した人気ドリンク。
レモンやしょうがの素材の味をしっかりとお楽しみいただけます。

自家製ジンジャーエール 500（Cold/Hot)

（Cold/Hot)

数量限定

　ALL600



WINE LIST

グラスワイン
スパークリングワイン 600

自家製サングリア（赤 or 白） 600

赤ワイン Glass からお選びください

Glass からお選びください
※スパークリング割りもできます。

白ワイン

赤ワイン

フレッシュで心地よい味わい、骨格があり深みがある

3,800《アラゴネス、トリンカデイラ
  シラー、トウリガナショナル》●●●◐〇

エスポラン
(Glass 650)

酸味とタンニン、果実味の一体感と長い余韻を楽し
むことができるオーガニックらしいピュアさを持つワイン

3,800《ジャエン、トウリガナショナル
  アルフロシェイロ、ティンタロリス》●●●◐〇自然派

マイアス・レッド
(Glass 650)

雑味のない純粋な味わい、和牛との相性バツグンです！
5,600《バガ、トウリガナショナル、ビカル》

●●●●●
ルイス・パト・レベル

なめらかで繊細なタンニンとモカやカシスのような
ニュアンスが心地良いワイン

3,800《メルロー、カベルネソーヴィニヨン》
●●●◐〇
ミッシェル・リンチ・ルージュ

程よい渋みと酸、上品で洗練された印象を受ける
ワイン

4,200《メルロー、カベルネソーヴィニヨン》

●●●●〇
自然派

シャトー・ヴァリ
ベルジュラック・ルージュ (Glass 850)

優しくピュアな果実味に包まれ、ブドウの旨味がおどろく
ほどに詰まってた正統派ブルゴーニュ

5,600《ピノ・ノワール》

●●●◐〇

ミッシェル・ノエラ
ブルゴーニュ・ルージュ

上品な果実の香りを持ち、タンニンが柔らかい。素晴らしいブドウに
よって作られているということが実感できるワイン

9,800《カベルネソーヴィニヨン、メルロー
  プティヴェルド、カベルネフラン》●●●●●

シャトー・カントメルル

ブドウの良さが活きていて調和のとれた充実した
ワイン

3,800《モナストレル、グルナッシュ、　シラー》
●●●〇〇
オリバーレス・ティント

(Glass 650)

オーストラリアのボルドーと称される「マーガレットリバー」で
造られる奥深い味わいのワイン

6,500《カベルネソーヴィニヨン、マルベック
  プティヴェルド》●●●●●自然派

スイ・レッド

バランスが良く、余韻も程よく感じる味わいの
キャンティ

3,800《サンジョベーゼ、メルロー》
●●●〇〇
レオナルド・キャンティ

(Glass 650)

「アメージング」と絶賛のワシントン・カベルネ。恐るべき進化
を果たす注目の一本

5,600《カベルネソーヴィニヨン》
●●●●●
サブスタンス・カベルネ



WINE LIST

白ワイン

《ピノ・ノワール、シャルドネ》

●●●●●：辛口

13,000アンリ・ジロー
エスプリ・ナチュール ピノ・ノワール主体のシャンパーニュならではの芳醇さと軽やかな

タンニンが印象的

《ピノ・ノワール、シャルドネ
  ピノ・ムニエ》

●●●●●：辛口

11,000ヴーヴ・クリコ・ポンサルダン
イエローラベル

偉大なシャンパーニュ・メゾンが贈るさわやかで辛口のイエローラベル

スパークリング / シャンパン

(Glass 650)
《シャルドネ》 3,800ロスヴァスコス

●●●〇〇：中辛口 リッチな口当たりと心地よい果実味。
チリ屈指のワイン

《シャレット》 4,800エルス・リュエルナ
●●●●〇：辛口 さわやかな香りで、酸味と豊かな果実味のバランスがとてもいいワイン

《ソーヴィニヨンブラン》 5,800ウイリアム・フェーブル
サンブリ
●●●●〇：辛口

フレッシュでハーブのような凝縮感のある香りが魅力。
生き生きとした滑らかな口当たり。

《デラウエア》 6,500グレープ・リパブリック
●●●●〇：辛口 酸化防止剤等の添加物を一切使用せずに日本のブドウを

天然酵母のみで醸造するブドウ 100％のワイン

《マズエロ、パレリャーダ、チャレッロ》
●●●〇〇：中辛口

4,200トレ・デル・ガル
青リンゴを思わせるさわやかな果実味を伴った心地よい余韻が
長く続きます。

《ソーヴィニヨンブラン》
(Glass 650)

3,800
この蔵元の白ワインは、飲みやすさ抜群！
フレッシュ＆フルーティーな白

ドメーヌ・ラ・グラーヴ
ソーヴィニヨンブラン
●●●〇〇：中辛口

《シャルドネ》 9,600オーボン・クリマ
ニュイ・ブランシェ
●●●●●★：辛口

凝縮した果実味の裏側に、新樽のニュアンスが綺麗に存在
している上品なワイン

《シャルドネ》 6,200ヤルデン・シャルドネ
●●●●●：辛口 圧倒的なボリューム感がありながらも、シャープな酸と

華やかな果実味が、全体を上質にまとめあげる


