
DRINK

MENU

※お子様連れのお客様は、他のお客様のご迷惑にならないようマナーをお守りください。
※アルコールをお飲みになられるドライバーの方は、

　運転代行をお呼びいたしますのでスタッフまでお申し出下さい。

〒860-0845 熊本県熊本市中央区上通町5-48
TEL.096-223-5566

フーテンテン 上通店



BEER
ビール

SAKE & PLUM WINE
日本酒＆梅酒

NON-ALCOHOLIC
ノンアルコール

CHINESE TEA
中国茶

SOFT DRINK
ソフトドリンク

焼酎

SHOCHU

ロック 水割り お湯割り

麒麟一番搾り［生］

ブルックリンラガー［クラフトビール］

オンザクラウド［クラフトビール］

一番搾り（中瓶） 500ml

青島ビール 330ml

¥580（税込¥638）

¥720（税込¥792）

¥720（税込¥792）

¥650（税込¥715）

¥680（税込¥748）

¥530（税込¥583）

¥550（税込¥605）

¥480（税込¥528）

¥480（税込¥528）

¥480（税込¥528）

サントリーオールフリー〈ノンアルコールビール〉

カールユング〈ノンアルコールワイン〉赤/白

サラトガクーガー〈ライムベース〉

シャリーテンプル〈ザクロベース〉

ダブルドラゴン〈クランベリーベース〉

¥480（税込¥528）

¥550（税込¥605）

¥530（税込¥583）

¥460（税込¥506）

福建安渓黄金桂 〈ウーロン〉

特級茉莉花茶 〈ジャスミン〉

雲南黒金普爾茶 〈プーアル〉

金魚龍井緑茶 〈グリーン〉

¥380（税込¥418）

¥350（税込¥385）

¥350（税込¥385）

¥350（税込¥385）

¥300（税込¥330）

¥300（税込¥330）

¥280（税込¥308）

【フルーツジュース】

オレンジ100％

アップルジュース100％

グレープフルーツ100％

アップルマンゴー

【カジュアルドリンク】

コーラ

ジンジャーエール

アイスウーロン茶

【コーヒー】

ブレンドコーヒー

アイスコーヒー

白岳「しろ」 ［ 米 / 熊本 ］ ボトル

 グラス

川辺 ［ 米 / 熊本 ］ ボトル

 グラス

黒霧島 ［ 芋 / 宮崎 ］ ボトル

 グラス

吉四六 ［ 麦 / 大分 ］ ボトル

 グラス

¥3,200（税込¥3,520）

¥530（税込¥583）

¥3,800（税込¥4,180）

¥680（税込¥748）

¥3,000（税込¥3,300）

¥520（税込¥572）

¥5,500（税込¥6,050）

¥780（税込¥858）

香露 純米吟醸
（やや辛口 / 熊本） 1合枡

龍の尾 特別純米酒
（辛口 / 山口） 1合枡

上等梅酒
（辛口 / 鹿児島） ロック / ソーダ

¥1,850（税込¥2,035）

　
¥980（税込¥1,078）

　
¥680（税込¥748）

¥350（税込¥385）

¥350（税込¥385）





DRAGON'S
COCKTAILS
オリジナルカクテル

チャイナカクテル

WINE
ワイン

SOUR
サワー

CHINESE COCKTAILS

ロック ソーダ ジンジャーエール

ウィスキー

WHISKY

ストレート 水割り ハイボールロック

紹興酒

CHINESE RICE WINE

ストレート ロック

ゴールデンドラゴン 〈ジンベース〉

ルビードラゴン 〈テキーラベース〉

ジェードドラゴン 〈ラムベース〉

COCKTAILS

ジントニック

ウォッカトニック

モスコミュール

モヒート

テキーラサンライズ

カシスオレンジ

カシスソーダ

¥720（税込¥792）

¥720（税込¥792）

¥680（税込¥748）

¥740（税込¥814）

¥740（税込¥814）

¥550（税込¥605）

¥550（税込¥605）

カクテル

【 赤 】

レッド ブリッジ シラーズ / ヴィオニエ
オーストラリア / やや軽口

カロ アルマ マルベック
アルゼンチン / 重口

ブシャールペールエフィス 
ブルゴーニュピノ・ノワール”ラヴィニェ”
フランス / ミディアム

【 白 】

レッド ブリッジ シャルドネ / ヴィオニエ
オーストラリア / ミディアム

ウィリアム フェーブル シャブリ　
フランス / 辛口

【 スパークリング 】

フレシネコルドン
スペイン / 辛口

【 グラス 】

グラスワイン 赤 / 白
アメリカ カリフォルニア

¥2,800（税込¥3,080）
　

¥5,200（税込¥5,720）
　　

　
¥7,800（税込¥8,580）

¥2,800（税込¥3,080）
　

¥7,800（税込¥8,580）
　

¥5,000（税込¥5,500）
　　

¥520（税込¥572）
　　

フレッシュレモンサワー

フレッシュライムサワー

フレッシュグレープフルーツサワー

¥580（税込¥638）

¥580（税込¥638）

¥580（税込¥638）

杏露酒 〈あんず〉

茘枝酒 〈ライチ〉

桂花陳酒 〈キンモクセイ×白ワイン〉

¥550（税込¥605）

¥550（税込¥605）

¥620（税込¥682）

¥620（税込¥682）

¥650（税込¥715）

¥720（税込¥792）

サントリー角

サントリー白州 

IWハーパーゴールドメダル

¥520（税込¥572）

¥1,050（税込¥1,155）

¥630（税込¥693）

古越龍山５年 ボトル

 グラス

古越龍山8年 ボトル

 グラス

古越龍山１０年 ボトル

 グラス

¥2,800（税込¥3,080）

¥630（税込¥693）

¥5,800（税込¥6,380）

¥1,200（税込¥1,320）

¥7,800（税込¥8,580）

¥1,600（税込¥1,760）


