
　ジン・トニック ¥1,650

　ジン・ライム ¥1,650
　

　ギムレット ¥1,350

　
　ソルティ・ドック ¥1,650

　ブラッディ・マリー ¥1,650

　コスモポリタン ¥1,350

　テキーラ・サンライズ ¥1,650

　マタドール ¥1,650

　マルガリータ ¥1,350
　

　ピニャ・コラーダ ¥1,650

　モヒート ¥1,600
　

　ダイキリ ¥1,350

　レッド・アイ ¥1,050

　シャンディ・ガフ ¥1,050

パシフィカ　カクテルセレクション

＜ジン＞

＜ウォッカ＞

＜テキーラ＞

＜ラム＞

＜ビール＞



　マンゴー・アイランド ¥1,650
　　ライチリキュール、ココナッツリキュール、オレンジジュース

　　ミックスジュースマンゴーフレーバーを使用した甘めのカクテルです。

　パシフィカ・マーメイド ¥1,650
　　ピーチリキュール、ブルーキュラソーに日向夏ドリンクを

　　加えた、可愛いブルーが特徴のカクテルです。

　ミヤザキ・サンセット ¥1,650
　　ホワイトラム、オレンジリキュール、オレンジジュース

　　グァバジュースを使用した、宮崎の夕暮れをイメージしたカクテル。

　ノーブル・バード ¥1,350
　　本格芋焼酎にコーヒーリキュール、クリームリキュールを加えた

　　気高き県鳥のコシジロヤマドリをイメージしたカクテルです。

　

　エンジェル・スマイル 　
　　アップルジュース、ミックスジュースマンゴーフレーバー ¥1,000
　　グァバジュース、ストロベリーシロップから作られる

　　フルーティーなショートカクテル。

　アクア・ドロップ ¥1,450
　　日向夏ドリンクとトニックウォーターの爽やかさをどうぞ。

　フォレスト・グリーン ¥1,450
　　オレンジジュース、パイナップルジュース、ジンジャーエールを

　　使用した、甘酸っぱい微炭酸カクテルです。

　スパイス・アップル ¥1,450
　　レモンジュースの酸味とジンジャーエールの

　　スパイスが効いた、アップルジュースのテイスト。

パシフィカ　オリジナルカクテル

ノン  アルコールカクテル
　　アルコールが飲めない方、お車でお越しの方へ

　　パシフィカオリジナルのノンアルコールカクテルです



　シャンパン

モエ・エ・シャンドン・ブリュット・アンペリアル Glass ¥2,950
（フランス） Bottle ¥21,000

  
　スパークリングワイン

シャンドン・ブリュット Glass ¥1,450
（オーストラリア） Bottle ¥12,000

　白ワイン

ミッシェル・リンチ・ソーヴィニヨンブラン Glass ¥950
（フランス） Bottle ¥7,350

　赤ワイン

ガンマ・オーガニック　 Glass ¥1,160
カベルネ・ソーヴィニヨン Bottle ¥6,300
（チリ）

　シャンパン・カクテル

ホワイト・ミモザ

　グレープフルーツジュースとシャンパンの絶妙なハーモニー。 ¥1,900

キール・ロワイヤル

　カシスリキュールを使った代表的なシャンパンカクテル。 ¥1,900

マンゴー・ベリーニ

　ミックスジュース・マンゴーフレーバーを ¥1,900
　使ったシャンパンカクテル。

ワイン&シャンパン・スパークリングワイン



　I.W .ハーパー・１２年 　 ¥1,500

　メーカーズ・マーク（レッドトップ）　 　 ¥1,300

　ワイルドターキー・１3年 　 ¥1,600

　ジャック・ダニエル・ブラック 　 ¥1,300

　ジョニーウォーカー・ブラックラベル 　 ¥1,300

　シーバスリーガル・１２年 　 ¥1,300

　バランタイン・１７年 　 ¥2,000

　マッカラン・１２年 　 ¥1,500

　ザ・グレンリヴェット・１２年 　 ¥1,300

　ラフロイグ・１０年 　 ¥1,500

　ボウモア・１２年 　 ¥1,300

　山崎・１２年 　 ¥1,800

　響・１７年 　 ¥2,300

　レミー・マルタン・VSOP 　 ¥1,350

　レミー・マルタン・XO 　 ¥3,000

　ヘネシー・VSOP 　 ¥2,350

　カルバドス・ブラー(アップル・ブランデー） 　 ¥1,330

　ウイスキー

　ブランデー

 



アサヒ・スーパードライ・生  　 ¥1,200

ひでじビール・太陽のラガー・ボトル（地ビール） 　 ¥1,500

キリン・クラシックラガー・ボトル 　 ¥950

バドワイザー・ボトル 　 ¥1,050

コロナ 　 ¥1,050

キリン・フリー　（アルコールフリー） 　 ¥800

ひむか　しゅらんど

日向・酒楽人 芋／25度 　 ¥800
　伝統を守る酒蔵自慢のやや辛口の
　シーガイアオリジナル焼酎です。

ひゅうがこひ

日向・古秘 芋／25度 　 ¥800
　香ばしい風味が特徴の地域限定品です。

ひゅうがこびき

日向木挽・黒ラベル 芋／25度 　 ¥800
　黒麹ブレンドで仕上げた

　シャープな切れ味が特徴です。

あかきりしま 

赤霧島 芋／25度 　 ¥1,100
　幻の紫芋”ムラサキマサリ”使用の自然な甘味が
　際だつ限定品。

ひむかのくろうま 麦／20度 　 ¥800
　甘さと香ばしさが軽快な麦焼酎です。食前にもどうぞ。

ビール

 

焼　酎



　ブレンド・コーヒー 　 　 ¥860

　アメリカン・コーヒー 　 ¥860

   
　エスプレッソ・コーヒー 　 ¥860

　アイス・コーヒー 　 ¥860

　カプチーノ 　 ¥920

　カフェラテ 　 ¥920

　カフェインレス・コーヒー 　 ¥920

　アールグレイ ¥920

　ダージリン ¥920

　カモミール ¥920

　セイロン・ピーチフレーバー ¥920

スイーツ
　

　バニラ・アイスクリーム 　 ¥700
　（チョコレート・シロップのトッピングもできます。）

コーヒー

紅茶



　日向夏ドリンク 　 ¥630

　ミックスジュース・マンゴーフレーバー 　 ¥750
　

　グァバ・ジュース 　 ¥650

　パイナップル・ジュース 　 ¥650

　オレンジ・ジュース 　 ¥650

　クランベリー・ジュース 　 ¥790

　アップル・ジュース 　 ¥650

　グレープフルーツ・ジュース 　 ¥650

　トマト・ジュース 　 ¥650

　フレッシュ・オレンジ・ジュース 　 ¥950

　フレッシュ・グレープフルーツ・ジュース 　 ¥950

　コカ・コーラ 　 ¥650

　コカ・コーラ・ゼロ 　 ¥650

　ジンジャー・エール 　 ¥650

　ペリエ 　 ¥900

　サンペレグリノ ¥750

ソフトドリンク



  ミックスナッツ ¥600

　チョコレートの盛り合わせ ¥960

　オリーブとピクルスの盛り合わせ ¥1,200
　

　日向夏ピール ¥600

　ドライフルーツ盛り合わせ ¥1,200

　ミックスサンドウィッチ　　　　　 　　 　　　　 ¥1,600

　 フライド ポテト ¥800

　本日のピッツァ ¥1,800

　チーズの盛り合わせ ¥2,200

　フルーツ盛り合わせ ¥2,500

  

  

フードメニュー
Food Menu

　　12:00～22:00（ラスト）
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