
フードメニュー
平日 17:30-22:00 L.O.（23:00 CLOSE） ／土曜 19:00 L.O.（20:00 CLOSE） 

豪雪地帯ゆえの豊富で綺麗な水。その土地ならではの食材や料理を揃え、
只見の「美味しい」を存分に味わえるメニューをご用意しました。

おつまみがすすむ！
ドリンクメニューは裏面へ

米粉を使った岩魚の唐揚げ
650円

只見町でとれた岩魚を、只見の米粉を使い唐揚げに。
臭みがなく、丸ごと食べられます。

Fride Char with Rice Flour

じゅうねん味噌のたたき胡瓜
380円

只見の特産「じゅうねん」とはエゴマのこと。
エゴマを食べれば10年長生きするという謂れから。

Smashed Cucumber Pickles with EGOMA Miso

只見味噌の味噌田楽
450円

目黒麹店さんのお味噌を使った田楽は優しい味わい。
この季節に食べたくなる一品です。

Konnyaku Dengaku(Sweet Miso). 

大根と水菜のサラダ
じゅうねんドレッシング 580円

シャキシャキの野菜を
まろやかなじゅうねんドレッシングで。

Radish and Mizuna Salad

山菜と厚揚げの煮物
550円

冬の保存食である乾燥した山菜を煮物で。
しっかりした食感で噛むたびにおいしい一品。

Stewed Dish Edible Wild Plants & Thick Deep-fried Tofu

味付けマトンともやしの鉄板焼き
880円

只見のソールフード。味付けされた臭みのない
マトンを熱々の鉄板焼きで。

Teppanyaki Seasoned Mutton & Bean Sprouts

〆の只見つけ麺
750円

水の美味しい只見で作られた麺は透き通るようにツルツル。
〆におすすめです。

TADAMI’S Dipping Nudle

えみむすび(1個)
250円

お米の美味しさをストレートに味わえます。
中身の具材はスタッフまで！

Rice Ball (1piece)

[[新虎]]]
”Nekka” (kneading) was awarded the Silver Award at the 2018 IWSC and is a prized rice shochu from Tadami. This completely domaine rice shochu is produced by a sake rice farmer located in Tadami, Minamiaizu district, Fukushima prefecture.
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DRINK MENU

表示価格は税抜表記です。without tax.

ユネスコエコパークに認定された
〝自然首都〟福島県只見町。

その豊かな自然環境の中で作られた
お米の美味しさに感動する。



ドリンクメニュー

[[新虎]]]
”Nekka” (kneading) was awarded the Silver Award at the 2018 IWSC and is a prized rice shochu from Tadami. This completely domaine rice shochu is produced by a sake rice farmer located in Tadami, Minamiaizu district, Fukushima prefecture.
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日本酒
岩泉

青りんごの様なフルーティーでさ
らっとしているテイストから飲み飽
きず女性にもおすすめです。
This Japanese sake that has a 
smooth and fruity taste like a 
green apple is a sake that never 
gets old and is a great drink for 
ladies.

三重県鈴鹿市「清水清三郎酒造」の
渾身の日本酒。旅するマーケットで
人気の「作」を引き続きお楽しみ頂
けます。

「作」 穂乃智 純米
90ml 600／１合 1,000

Iwaizumi Tokubetsu Junmai Iwaizumi Tokubetsu Junmai Genshu Iwaizumi Tokubetsu Junmai Genshu
Snow storage

岩泉 特別純米
90ml 650円/1合 1,100円

「どぶろく特区」の認定を受け自家
産米で仕込んだどぶろくはお米と米
麹だけの昔ながらの製法で作った
贅沢な逸品です。
The luxurious product toburoku 
consists of home grown rice and is 
made with an old recipe consisting 
of only rice and malted rice.

泉太のどぶろく

造りたての新酒を直ぐに瓶詰めし
て三ヶ月間雪室の中でゆっくりと熟
成させたお酒です。まろやかでいて
すっきりとした味わいはどのような
お料理とも合わせられます。
Right after a sake is newly made, 
the sake is bottled and aged for 
three months in a snow room, 
thus creating this final product.

雪中貯蔵酒 岩泉
90ml 750円/1合 1,250円

原酒ならではのしっかりとした甘み
とすっきりとした味わいが特徴。
また、ふくよかな香りとまろやかな
味わいが奥会津ならではの仕上が
りとなっております。
The sweet and smooth taste are 
the characteristics of this Japanese 
sake.

岩泉 特別純米原酒
90ml 750円/1合 1,250円

SENTA’S Unrefined Sake

ぶなの泉(辛口)
ぶなの雫(甘口)  650円

FUKUGAOウィスキー樽で
貯蔵した日本酒
90ml 850円/一合 1,350円 Zaku Honotomo Junmai

Sake Stored in Whisky Barrel

只見町と交流があり隣接している新
潟県三条市の蔵元「福顔酒造」の逸
品。ウィスキー樽が生み出す今までの
日本酒とは一線を画す、新たな余韻
と洋酒樽に染み込んだ芳醇な香りを
まとわせた日本酒です。オンザロック
がお薦め!!

東京発進出！只見産のお米を使って、かつて只見町内にあった酒蔵の名称を使って平成23年に復活。
復活から１０年となる今でも、このお酒が買えるのは只見町内の販売店と郡山市の１店舗のみ。
この機会にぜひご賞味ください。

日本酒
岩泉SAKE

表示価格は税抜表記です。without tax.

ねっか 90ml 750円

自分達の手で育てた米を100%使用した
香り高くお米の旨味が感じられる米焼酎
です。福島県が開発した「きらめき酵母」
を使用する事で生まれた今までにない華
やかな吟醸香が特徴です。口当たりも良
く飲みやすいのでお料理とも合わせやす
いです。
The rice taste and flavor can be 
experienced with this rice shochu, 
which is derived from 100% of the rice 
that we grew with our own bare hands.

めごねっか 90ml 700円

もち米を掛米に使用した甘みのある米焼
酎です。甘みがある為度数を下げても味
わいがあるのでお燗もお薦めです。女性
に人気でお酒が苦手な方にもお楽しみ頂
けます。
This sweet rice shochu includes mochi 
rice. This shochu is popular among 
women and can be enjoyed by those 
that are not used to alcohol.

継ねっか 90ml 750円

子供からお年寄りまで地元を愛する皆の
手で育てたお米と只見の大自然の恩恵を
受けた豊かな水から作られたね河井継之
助の様に人を想う心と共に只見の風景が
いつまでも続くようにとの願いも込めま
した。只見の想いを紡いでいく特別な「い
っぴん」です。
This special glass of shochu has the 
wishes of Tadami spun within it.

ばがねっか 90ml 850円

日本酒の吟醸酒と同じようにお米を精米
歩合60%まで削って仕込んだ贅沢な米焼
酎です。お米を削る事で通常のねっかより
も高い香りをお楽しみ頂けます。オンザロ
ックかストレートがお薦めです!!
By using shredded rice you can 
experience the strong fragrance of rice 
even more than other kneadings. We 
recommend this on the rocks or 
straight.

Nekka

Megonekka Tsuginekka

 Baganekka

コーヒーねっか
850円

Nekka Rice Shochu with Coffee flavor

トマトねっか
850円

Nekka Rice Shochu & Tomto Juice

ねっかハイボール
600円

Nekka Rice Shochu & Soda

ねっかの熱燗
650円

Hot Nekka Rice Shochu

米焼酎
ねっか

2017年には、世界一権威があると言われるIWSC（インターナショナルワイン＆スピリッツコンペティション）
で銀賞。酒米農家がつくる只見生まれの完全ドメーヌ米焼酎「ねっか」。前向きな気持ちで物事をとらえる
「ねっかさすけねぇ～」(全然問題ない)の精神で日本一小さな蒸留所から想いを届けます。

ねっかカクテル
NEKKA COCKTAILS

RICE
SHOCHU

≪スタンダードなお酒≫ ≪ソフトドリンク≫

ハイネケン 550
Heineken Beer

ラムコーク 600
Rum and coke

ピーチウーロン 600
Peach Oolong Tea

ジントニック 600
Gin and tonic

生レモンサワー 600
Fresh lemon sour

ハイボール 600
Whisky and soda

カシスオレンジ 600
Cassis Orange

ウーロンハイ 600
Shochu and Oolong Tea

ウーロン茶 500
Oolong Tea

グレープフルーツジュース 500
Grapefruit Juice

オレンジジュース 500
Orange Juice

コーラ 500
Coke

さんべ農園さんの青トマトジュース 650
Green Tomoto Juice

おすすめ！
Recommended


