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　　　　　　　    沖縄県南城市「おきなわワールド」敷
                              地内にある南都酒造所で製造されて
　　　　　　　いる「OKINAWA SANGO BEER」。サン
ゴでできた鍾乳洞「玉泉洞」のカルシウムとミネラル
が豊富な地下水「コーラルウォーター」を100%使用
し、水にこだわり誕生した風味豊かなビール。
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上品な苦味とコクのバランスが特徴のドイツ
のアルトビール。上品な苦味とコクのバランス
が特徴のアルトには肉料理がおすすめです。

German Altbier with its elegant balance of 
bitterness and full-bodied flavor, is recommended 
with meat dishes.

ALT
アルト ￥1,400
STYLE: ALT アルト

白ワインを思わせるフルーティーな風味が特徴
のドイツのケルシュタイプビール。爽やかな切
れ味と喉ごしの良さが魚料理がよく合います。

A German Kölsch-type beer with a fruity flavor 
reminiscent of white wine. Pairs well with fish 
dishes. 

KÖLSCH
ケルシュ ￥1,400
STYLE: Kölsch ケルシュ

オレンジのようなフルーティーさとほのかな酸
味がうまく調和し、ハムやチーズ、カルパッチョ
などのシンプルな味わいの料理とも良く合い
ます。
The juicy, gentle orange flavor blends well with 
a hint of acidity for a clean, refreshing finish. 
Pairs well with simple foods such as ham, cheese, 
and carpaccio.

SAISON
セゾン ￥1,200
STYLE: SAISON セゾン

柑橘系の爽やかな香りとキレの良いホップの
苦味を楽しめ肉料理にもよく合うIPA。ミネラ
ル豊富で芳醇爽快なビール本来の味が楽し
めます。
IPA with a refreshing citrus aroma and crisp 
hop bitterness. Rich in minerals, mellow and 
refreshing, where the flavor of beer can truly 
be enjoyed. Pairs well with meat dishes. 

IPA 
インディア・ペールエール ￥1,400
STYLE: IPA

An exquisite balance of aromatic roasted malt 
and hops for a smooth drinking beer, rich in 
minerals, mellow and refreshing. The authentic 
taste of beer comes alive, which pairs well with 
all kinds of dishes. 

ローストした麦芽の香りとホップの絶妙なバ
ランスは、すっきりとした喉越しでどんな料理
にもよく合います。

BLACK ALE
ブラックエール ￥1,500
STYLE: BLACK ブラック

南ドイツスタイルの小麦麦芽を使った酵母の
優しい香りが人気のビール。爽やかでフルー
ティーな香りと飲みやすい味わいは、ビールが
苦手な方にもおすすめです。

A popular South German style beer with a gentle 
aroma of yeast made with wheat malt. its fresh, 
fruity aroma and smooth taste make it a good 
choice even if you are not a seasoned beer drinker.

WEIZEN 
青い空と海のビール ￥1,400
STYLE: PILSNER ピルスナー

ホップ独特の苦味が引いた後からくる沖縄県
産ゴーヤーの爽やかな苦味。この「ゴーヤー
DRY」ならではの苦味のタイムラグと喉越しを
お楽しみください。

The unique bitterness of the hop is characterized 
in the first sip, and the refreshing bitter gourd 
flavor  from Okinawa comes alive after the 
taste of hop. Enjoy the time lag unique to this 
Goya DRY.

GOYA DRY 
ゴーヤーDRY ￥1,400
STYLE: LIGHT LAGAR ライトラガー

沖縄の太陽を浴びて育ったシークヮーサーを
たっぷり使用し、オリジナルレシピで造られた
小麦麦芽とシークヮーサーの絶妙なハーモニー
が国内外問わず人気のフルーツビールです。

Using plenty of juice and rind from shiikuwasa 
blessed with the Okinawan sun, the refreshing 
citrus flavor and exquisite harmony of the  wheat 
malt and shiikuwasa makes this fruit beer a 
popular choice both in Japan and overseas.

SHEEQUARSAR WHITE ALE
シークヮーサーホワイトエール ￥1,200
STYLE: WHITE ホワイト

18世紀ロンドンで生まれた濃色系エールビー
ル。まろやかで飲み応えのあるビールです。

Porter of the starlit sky 
星空のポーター ￥1,500

A dark ale beer from 18th century London. 
A mellow and easy drinking beer.

STYLE: BLACK ブラック

ビールの本場ドイツと沖縄の厳選された素材を
バランスよく掛け合わせ、スッキリとキレが良く
あとからくる苦さが特徴。癖のないニュートラ
ルな味わいです。

SHIMA BEER 
島ビール ￥1,500

Characterized by a crisp, clean taste and a 
lingering bitterness from the mix of carefully 
selected ingredients from Germany and Okinawa. 
O�ers a mild and neutral finish.

STYLE: LAGAR ラガー
                               ヘリオスクラフトビールは、沖縄県名護市

                               にある1961年創業のヘリオス酒造株式

                                              会社にて製造されたビール。ヘリオス酒造は

ゴーヤやシークヮーサーなど沖縄ならではの食材を取り入れ

た地ビールを醸造。そのほか泡盛や古酒「くら」をはじめ、紅

いも焼酎を展開。本物であることにこだわり、泡盛、スピリッツ、

ウイスキー、リキュール、地ビール、発泡酒と6種類の製造免許

をもつ総合酒類メーカー。
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                                1957年創業のオリオンビール株式 
                                会社にて 製造された「75BEER （ナ
                                ゴビール ）」は、ビールの街 名護に
ふさわしい本当に美味しいビールとしてオーストラリ
アの特定農園でのみ作られている希少なアロマホッ
プを採用し、オリオンビールの職人のこだわりと技
術が創り上げたプレムアムクラフトビール。

�����

世界生産1％未満のオーストラリア産希少ホッ
プと沖縄県産の大麦を使用し、名護湾の夕日を
イメージした琥珀色のクラフトビール。

Brewed with a rare Australian hop that accounts 
for less  that 1% of the world’s production and 
barley grown in Okinawa Prefecture. Inspired by 
the sunset at Nago Bay, this amber hue craft beer.

75 BEER PILSNER 
75ビール ピルスナー ￥900
STYLE: PILSNER ピルスナー

沖縄の名立たるブルワリーのクラフトビールが集合。沖縄の自然の恵みを

活かし、沖縄で作られたここでしか味わえないクラフトビールを料理と

共にお楽しみください。お得なセットでぜひ飲み比べてお気に入りの1本

を見つけてください。

A collection of craft beers from Okinawa’s most prestigious breweries! 
Made in nature rich Okinawa, sample the local brews which can only be 
enjoyed here, along with delicious fare for a truly unique experience. 
Explore di�erent styles and discover the brew that suits you best!

*All prices are including service charge and consumption tax
＊表示料金にはサービス料及び消費税が含まれております。 

1   Bottle　　      単品   　　　　　　　　 ¥900-  ¥1 ,500
3   Bottles Set     ボトル3本セット  　　　                  ¥3,200
5   Bottles Set　  ボトル5本セット                                 ¥5,200
12 Bottles Set      ボトル12本セット                              ¥9,800
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名護産の勝山シークヮーサーと通常の6倍の
ホップを使用し、原料の魅力を最大限に引き出
すため、シークヮーサー果汁とホップの投入を
手作業で行なったクラフトビール。
Brewed with Nago City’s Katsuyama Shiikuwasa 
and 6 times more hops then traditional beers. 
Shiikuwasa juice and hops are added by hand 
to maximize the flavor. Enjoy the pleasant bitterness 
and the lovely aroma.

75 BEER IPA
75ビール IPA ￥900
STYLE: IPA


