ハイボール

ビール
生ビール（スーパードライ） ・・
瓶ビール（スーパードライ） ・・
新名物 レモンビール
・・・
アサヒ ドライゼロ
・・・・

¥463（500）
¥583（630）
¥481（520）
¥463（500）

昭和酎盃（チューハイ）※濃いめ＋¥194(210)

グレンリベット 12 年 ・・・ ¥556（600）
マッカラン 12 年 ・・・・ ¥740（800）

DRINK MENU

昭和のレモンハイ・・・・ ¥453（490） ワイン ※ワインセラーはお手荷物やコート類が持ち込めません。
カバンやコートはお席に置いてくださいね。
（490）
昭和のうめハイ ・・・・ ¥453
○ボトルワイン ○グラスワイン
ランポーレブルー・・・・ ¥500（540）
￥2,593（2,800）
赤
￥500（540）
￥3,519（3,800）
白
￥500（540）
カクテルサワー
ロゼ ￥500（540）
ソルティドック ・・・・・ ¥556（600） ￥4,445（4,800）
モスコミュール ・・・・・ ¥556（600） ￥5,370（5,800）
スクリュードライバー ・・ ¥556（600）

カクテル

※濃いめ＋¥194(210)

カシス ・・・・・・・・ ¥556（600）
（オレンジ／ソーダ／ウーロン）

ピーチ ・・・・・・・・ ¥556（600）
（オレンジ／ソーダ／ウーロン）

ライチ ・・・・・・・・ ¥556（600）
（オレンジ／ソーダ）

焼酎
き六（芋）／中々（麦） ・・ ¥556（600）

グラス日本酒

冷やのみ

八海山 清酒 ・・・・・・ ¥556（600）
而今 (120cc) ・・・・・ ¥1,019（1,100）

※濃いめ＋¥194(210)

ウイスキー

シングルモルト
グレンリベット 12 年 ・・
マッカラン 12 年 ・・・
山崎 NOYEAR ・・・・・
竹鶴 ・・・・・・・・
白角 ・・・・・・・・
バーボン
ジャックダニエル ・・・
I・Ｗハーパー ・・・・
ワイルドターキー ・・・
フォアローゼス・・・・

山崎 NOYEAR ・・・・・・
竹鶴 ・・・・・・・・・
白角 ・・・・・・・・・
ジャックダニエル ・・・・
I・Ｗハーパー ・・・・・
ワイルドターキー ・・・・
フォアローゼス・・・・・
角ジンジャー ・・・・・・
ジャックコーク ・・・・・

ノンアルコールカクテル
ノンモスコミュール ・・・ ¥463（500）
ノンソルティドック ・・・ ¥463（500）
ノンスクリュードライバー ¥463（500）

¥602
¥778（840）
¥648（700）
¥481（520） ソフトドリンク
¥481（520） オレンジジュース ・・・・
グレープフルーツジュース
¥556（600） ジンジャーエール ・・・・
¥556（600） コーラ・・・・・・・・・
¥583（630） ウーロン茶 ・・・・・・
（650）

¥602（650）

¥602（650）
¥463（500）
¥463（500）
¥509（550）
¥509（550）
¥537（580）
¥556（600）
¥509（550）
¥556（600）

¥306（330）
¥306（330）
¥306（330）
¥306（330）
¥306（330）

※お通し ¥300 頂きます。
※税込価格は、一円単位を四捨五入しています。

TAPAS

メイン料理

アンチョビ冷奴 ・・・・・・・・・・ ¥389（420）
スパムのクリーム豆富和え ・・・・ ¥389（420）

フォアグラ焼おにのせ ・・・・・・・・・・・¥1,296（1,400）
汐さばのオイル焼き ・・・・・・・・・・・・・ ¥500（540）
大赤海老のグリル（１尾） ・・・・・・・・・・・・ ¥454（490）
猛獣ロースト - みえジビエ - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,667（1,800）
さくらポークのパンチェッタグリル ・・・・・・・ ¥778（840）
さくらポークのトンテキ ・・・・・・・・・・・・ ¥880（950）
さくらポーク塩焼き ・・・・・・・・・・・・・・ ¥880（950）
伊勢赤どりと白ネギのグリル ・・・・・・・・・・ ¥778（840）
伊勢赤どりのトマト煮 ・・・・・・・・・・・・・ ¥778（840）
イカの一夜干しとトマトのオイル焼 ・・・・・・・ ¥602（650）

ミックスナッツ ・・・・・・・・・・
ケッパーベリー ・・・・・・・・・・
オリーブ・・・・・・・・・・・・・
野菜のミックスピクルス・・・・・・
酒盗クリームチーズ ・・・・・・・
チーズチップス ・・・・・・・・・
豚肉とゴーヤのマリネ・・・・・・・
ポテサラ ・・・・・・・・・・・・
ホタルイカ沖漬け ・・・・・・・・

¥389（420）
¥389（420）
¥389（420）
¥389（420）
¥389（420）
¥389（420）
¥417（450）
¥389（420）
¥389（420）

ハム・チーズ etc・・・

有機野菜のオッサンサラダ ・・・・・・ ¥796（860）
└有機野菜のオッサンサラダ ハーフサイズ・・・・・・・ ¥500（540）

朝どれ無農薬

気まぐれチーズ・・・・・・・・・・・・ 時価
パルマ生ハム ・・・・・・・・・・ ¥898（970）
パルミジャーノ・レッジャーノ ・・・ ¥880（950）
ドライサラミ ・・・・・・・・・・・ ¥722（780）
ソーセージ盛り合わせ ・・・・・・・ ¥796（860）
山崎ファームのさくらポーク・無農薬有機栽培野菜
毎日仕入の新鮮鮮魚・伊勢赤どり・ミエジビエ・青森産にんにく

ワイン＆グリル

サラダ

PoE

ポー

三重県鈴鹿市白子駅前 21-5 OnBoroHills 1F
TEL : 059-373-7969
OPEN 17：00 頃～ポーさん燃え尽きるまで (23:30 前後 )

アヒージョ
さくらポークのパンチェッタのアヒージョ ・・・・ ¥778（840）
ポークソーセージときのこのアヒージョ ・・・・・ ¥481（520）

〆

ピザ ★おすすめ★

オッサンのナポリタン ¥796（860） オッサンピザ・¥1,204（1,300）
台湾ピザ ・・¥1,204（1,300）
ポテトピザ・¥1,204（1,300）
デザート
クリームブリュレ ・・ ¥278（300） サイドメニュー
コーヒーゼリー ・・・ ¥278（300） パン ・・・・・ ¥157（170）

