
◆こだわりのハンドメイド製法で◆

製樽会社に発注することなく蒸溜所で製樽をおこなっています。

3年ごとに樽の貯蔵位置を入れ替え、均等な熟成をうながすよう努めています。

5年9ヵ月から6年あまりの長期熟成を経て、製品化へと向かいます。

「メーカーズマーク」テイスティングノート

【色合い】蜂蜜のような琥珀色

【香り】オレンジ、蜂蜜、バニラの香り

【味わい】なめらかでバニラを中心とした複雑で繊細なアロマ。ふっくらした小麦由来の甘み

【フィニッシュ】柔らかい余韻

メーカーズクラフトハイボール

MAKER'S 
CRAFT 
HIGHBALL

メーカーズクラフトハイボールバリエーション

• コーヒービーンズ
• ローズマリー

ALL560yen

オレンジピールの華やかな香りと
まろやかな飲みやすさ。

•メーカーズ
クラフト
ハイボール

560yen

価格はすべて税抜き表記になります。



BEER
ビール

• ビームハイボール

• ビームコーラ

• ビームジンジャー

• 柚子ビームハイ

• キウイビームハイ

ALL450yen

"NEW"スタンダードハイボール!
香りはじける爽快なキレ味。

HIGHBALL
ハイボール

※2016年販売数量（IMPACT NEWSLETTER 
February 1&15 2017号より）

世界No.1※バーボン

• ザ・プレミアム・モルツ

〈香る〉エール
560yen

フルーティなプレモル。

• ビラ モレッティ（瓶）

330ml 700yen
価格はすべて税抜き表記になります。



価格はすべて税抜き表記になります。

SPARKLING WINE
スパークリングワイン

ワイワイ! ガヤガヤ! ラフにやるのがイタマル流!!
だ・か・ら･･･

• ジョッキでスパークリング!
赤・白それぞれ 590yen

SANGRIA
サングリア

自家製サングリアだってもちろんイタマル流!!
だ・か・ら･･･

• ジョッキでサングリア!!
赤・白それぞれ 590yen



甘ぁ～いのに、さっぱり!!
イタリアではポピュラーな
リキュールです♪

価格はすべて税抜き表記になります。

LIMONCELLO
レモンチェロ

•イタマルの
レモンチェロ

680yen

おすすめ

【通称】
『イタチェロ！』と
ご注文ください！

• イタリア岩塩
チェロソー
【通称】塩チェロ 650yen

• 蜂蜜チェロソー
【通称】蜂チェロ

650yen

• 生しょうがチェロソー
【通称】生チェロ

680yen

• チアシードチェロソー
【通称】チアチェロ

680yen

• カルピスチェロソー
【通称】カルチェロ

650yen

• いつものチェロソー
【通称】チェロソー

600yen



リキュール × 割もの ＝ お好きなカクテル

価格はすべて税抜き表記になります。

COCKTAIL
カクテル

• カシス
• ジン
• ウォッカ
• カンパリ
• テキーラ
• ピーチ
• ラム
• ライチ
• マリブ

組み合わせ自由 ALL490yen

※当店では厳選したリキュールを使用しております。
濃いめ、氷なしのご注文の際は2杯分のリキュールをグラスに注ぎ
提供させて頂いておりますので料金は2杯分頂戴いたします。

烏龍茶割

ソーダ割

トニック割

ジンジャー割

コーラ割

オレンジ割

グレープ
フルーツ割

WINES COCKTAIL
ワインカクテル

• ミモザ（スパークリング＆オレンジ）

• ホワイトミモザ（スパークリング＆グレープフルーツ）

• キールロワイヤル（スパークリング＆カシス）

• キール（白ワイン＆カシス）

• スプリッツア（白ワイン＆ソーダ）

• オペレーター（白ワイン＆ジンジャー）

• キティ（赤ワイン＆ジンジャー）

• カリモーチョ（赤ワイン＆コーラ）

ALL490yen



GLASS WINE
グラスワイン

価格はすべて税抜き表記になります。

①バトゥータ テンプ ラニーリョ
熟したフルーツ。果実味強し。

②ヴァレフィオーレ
サンジョヴェーゼ

気軽ながぶ飲み系。

③ロスクリオラス
カヴェルネソーヴィニヨン

フルボディーでしっかりした味わい。

④カヴァンザ
カヴェルネソーヴィニヨン

フルボディーでしっかりとした樽の香り。

ALL590yen

Red

飲みやすい

重い

チリ産

チリ産

イタリア産

スペイン産

White
①バトゥータ アレイン

フルーツ感、酸味、柔らかさが◎。

②プレデーラ トレッビアーノ
ダブルッツオ

気軽ながぶ飲みタイプ。

③ロスクリオラス シャルドネ
柑橘系。果実味と酸のバランスが良し。

④カヴァンザ シャルドネ
果実味と切れの良い口当たりな辛口。

ALL590yen

飲みやすい

辛い

チリ産

チリ産

イタリア産

スペイン産

BIG!! BOTTLE WINE
BIG!!ボトルワイン

マグナムボトルをみんなでシェア!!
今日の気分は赤?白?

• 1.5L! がぶ飲みワイン!! 3,000yen

もはやこのサイズに名前はありません!!
赤か!?白か!?

• 2.0L! 超がぶ飲みワイン!! 4,000yen



BOTTLE WINE
ボトルワイン

価格はすべて税抜き表記になります。

軽い 重い

 赤いフルーツを思わせるアロマが魅力。
渋みが少なく飲みやすいがぶ飲み系ワインです。

 シーフード・バジルなど刺激の少ない香辛料系に◎。

 カシスなど黒いフルーツのアロマと豊かな果実味が
特徴のワインです。

 デミソース・赤ワイン煮込みなどに◎。

①
②

⑤
④

③

 香りと味わいのバランスが取れたワインです。
どんな料理にも相性が良い分類です。

 ハモンセラーノ・豚肉などの脂肪分と相性◎。

 果実味と渋みが強いタイプ。牛肉や
スパイシー系と合わせると引き立つワインです。

 牛肉とフォアグラの重ね焼き、牛肉のたたきも◎。

赤

泡

Mエルメーテクエルチオーリ レッジアーノ
ランブルスコ ドルチェNV 3,000yen

リンゲンフェルダー マックス
ドルンフェルダーQBA'14 4,000yen

ローガンワインズウィマーラメルロー'13
5,000yen

ドメーヌ ブスケ マルベックレゼルバ'14
6,000yen

ジャン クロードボワセブルゴーニュ
ピノノワール'14 7,000yen

ドネリ／ランブルスコ・レッジャーノ・
アマービレ 3,800yen

オーストラリア産 メルロー③

ドイツ産 ドルフェンダー②

フランス産 ピノノワール⑤

アルゼンチン産 マルベック④

イタリア産
ランブルスコ・
サラミーノ①

イタリア産 ランブルスコ・
ランチェロッタ泡

辛口タイプ甘口タイプ

① ②

④ ⑤

③

 上品な甘みでフレッシュな味わい。
グビグビ飲めるので食前酒にも◎。

 ピクルス・カプレーゼなどが◎。

 シトラス系のアロマが特徴。
酸味と果実のバランスが◎。もちろん魚介系に◎。

 カルパッチョ・究極の焼牡蠣などが◎。

 トロピカルフルーツを思わせる豊かな香りと味わい。
鶏や豚肉と合わせるのも◎。

 アヒージョ・鶏もも肉のコンフィも◎。

 豊かな果実味と酸のバランスが取れたタイプ。
クリーム系料理との相性◎

 カルボナーラ・バーニャカウダソースが◎。

泡

白

ディーキン エステートモスカート
3,000yen

シュテッフェンピースポーター
ミヒェルスベルクリースリングSPT'15

4,000yen

マルコ モスコーニ ソアヴェ 5,000yen

ポール コンティ レイト ハーベスト'09
6,000yen

ミシェル ノエラ ブルゴーニュブラン
シャルドネ'13 7,000yen

モンテベッロ／スプマンテ・ブリュット・
ビアンコ 3,800yen

オーストラリア産
マスカット・
ゴルド・
ブランコ

①

ドイツ産 リースリング②

イタリア産 ガルガーネガ③
オーストラリア産 マスカット④

フランス産 シャルドネ⑤

イタリア産 シャルドネ泡

ワインは嗜好品ですので感じ方はお客様それぞれ。
上記チャートはあくまで参考としてご利用ください♪



SOFT DRINK
ソフトドリンク

• 烏龍茶
• コーラ
• ジンジャーエール
• オレンジジュース

• グレープフルーツ
ジュース

• キウイドリンク
• 柚子蜜ドリンク

ALL350yen

NON-ALCOHOL 
COCKTAIL

ノンアルコールカクテル

ノンアルコールリキュール × 割もの ＝ お好きなカクテル

• カシス

• マンゴー

• ピーチ

• ライチ

• パイン

• アマレット

• ストロベリー

• グリーンアップル

烏龍茶割

ソーダ割

トニック割

ジンジャー割

コーラ割

オレンジ割

グレープ
フルーツ割

組み合わせ自由 ALL400yen

価格はすべて税抜き表記になります。


