
レストラン飲み放題プラン

ノンアルコールビール

ワイン(赤・白)

りんごジュース

All you can drink for \1800/1person

泡盛(本日のおすすめ)

Awamori(Okinawan Liquor)

オリオン瓶ビール

Orion bottle beer

Non-alcohol-beer

Glass of wine (Red or White)

烏龍茶

ハイボール

Highball(Whisky+Soda)

Oolong tea

オレンジジュース

Orange juice

Apple juice

アイスコーヒー

Iced coffee

\1800/ 1 person

90分

料金は税別表記とさせて頂いておりますので、

ご精算時には別途消費税１０％が加算されます。

Tax will be 10% added to these price.

Paradise

Drink Menu



¥400

ドラフト Draft ¥600 ¥400

(伊江島産大麦使用) ¥400

¥400

¥400

¥400

¥400

クリアフリ― Clear free ¥500

オレンジ Orange ¥500

パイン Pineapple ¥500

アップル Apple ¥500

マンゴー Mango ¥500

グァバ Guava ¥500

¥600 ¥500

¥500

¥500

¥500

¥600 ¥500

烏龍茶 Oolong tea ¥400

¥600 さんぴん茶 Jasmin tea ¥400

うっちん茶 Turmeric tea ¥400

オリオン瓶ビール　Orion bottle Beer ソフトドリンク　Soft drink

コカ・コーラ　　　　　  　    Coke

ジンジャーエール　        Ginger Ale

カルピスソーダ　　    Calpico soda

カルピス　　　　　　　      Calpico

トマトジュース　　    Tomato juice

ノンアルコールビール　Non-alcohol-beer

いーじまてぃんカクテル　Iijima Cocktail

てぃーだ(太陽)　Tiiiiiiiiiiiiiiiida

伊江泉＋パッションフルーツ

沖縄県産ジュース　Okinawan local juice

シークァーサー          Okinawan lime

てぃんがーら(天の川)　 Tingahla

Iesen(Awamori) + Passion fruit

やんばるすもも         Okinawan plum

パッションフルーツ      Passion fruit

本部産アセロラ                       Acerola

本部産アセロラソーダ   Acerola soda

トロピカルドリンク　Tropical drink

コーヒー(Ice or Hot)              Coffee

紅茶(Ice or Hot)                          Tea

伊江島限定の泡盛と県産ジュースのコラボ！

Local Awamori + Okinawan juice

伊江泉＋やんばるすもも

Iesen(Awamori) + Okinawan plum

にぬふぁぶし(北極星)　Ninufa-bushi

伊江泉＋シークァーサー

Iesen(Awamori) + Okinawan lime

健康茶　Healthy tea

料金は税別表記とさせて頂いておりますので、

ご精算時には別途消費税１０％が加算されます。

Tax will be 10% added to these price.

料金は税別表記とさせて頂いておりますので、

ご精算時には別途消費税１０％が加算されます。

Tax will be 10% added to these price.



ボトル Bottle ¥5,000

300ml 300ml ¥2,500

ボトル Bottle ¥2,700 180ml 180ml ¥1,500

300ml 300ml ¥1,600 グラス Glass ¥800

180ml 180ml ¥1,100

グラス Glass ¥600

ボトル Bottle ¥4,500

300ml 300ml ¥2,200

180ml 180ml ¥1,300

グラス Glass ¥700

ボトル Bottle ¥2,300

300ml 300ml ¥1,400

180ml 180ml ¥900

グラス Glass ¥500

泡盛　Awamori (Okinawan liquor)

久米島の久米仙 　　Kumesen40°　　　古酒

伝統の手法で造り上げた本格5年古酒。コク、風味共に味わい深い逸品。

おすすめ　Recommend

～踊りの島～

Basted on 8 years vintage awamori. Rich and full flavored.

Made by original style, 5 years vintage 

菊の露VIP　Kikunotsuyu VIP30°　　古酒

伊江泉　 　Iesen20°

伊江島限定販売。香りやくせがあまりないので初心者でも飲みやすい。

You can buy only Ie island. Tastes mild, for beginner.

8年貯蔵酒をベースに造り芳醇な風味と熟成されたふくらみが特徴。

伊江泉30°　Iesen30°

伊江島限定 販売！！！

古酒10％ブレンド！！！

琉球泡盛はプリン体ゼロ！！！

　　　　　　　　  うどぅい

料金は税別表記とさせて頂いておりますので、

ご精算時には別途消費税１０％が加算されます。

Tax will be 10% added to these price.

料金は税別表記とさせて頂いておりますので、

ご精算時には別途消費税１０％が加算されます。

Tax will be 10% added to these price.



¥600

ラムハイ Ie rum High ball ¥600 ¥600

¥600

¥600

¥600

ハイボール                  High ball ¥600

レモンハイ Lemon-high ¥600

シークァーサーハイ Siiquorser-high ¥600 熱燗(300ml) Hot Sake ¥1,200

冷酒(300ml) Iced Sake ¥1,200

アセロラハイ Acerola-high ¥600

梅酒(グラス) Plum wine ¥600

アイスティーハイ Iced tea-high ¥600

カクテル　Cocktail

日本酒　Sake

その他　Other

ジャック＆コーク        Jack & coke

ラム＆コーク              Ram & coke

マイタイ                         Mai-Tai

マリブパイン                Malibu Pine

ピニャコラーダ             Pinacolada

※チューハイをジョッキでご希望のお客様は
　＋￥100(税別)頂戴いたします

Okinawan lime+Vodka+Soda

イエラムハイボール　Ie rum High ball

伊江島産さとうきびから造ったラム酒をハイボールで！

(ゴールドorクリスタル)     (Gold or Crystal)

チューハイ　Vodka cocktail

Lemon+Vodka+Soda

Iced tea+Vodka+Soda

Acerola+Vodka+Soda

料金は税別表記とさせて頂いておりますので、

ご精算時には別途消費税１０％が加算されます。

Tax will be 10% added to these price.

料金は税別表記とさせて頂いておりますので、

ご精算時には別途消費税１０％が加算されます。

Tax will be 10% added to these price.




