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GOODBEER STAND

Take free

When you need support,

Beer will STAND by you.
Beer comes in many varieties. Rich beer with a fruity aroma. Sweetish beer with a creamy mouthfeel. 

Eye-poppingly bitter beer with hints of exotic fruit. The brewer's individuality and expression, as well as proven brewing techniques 
give rise to vast variety of beers. And among these as unmet beers there is sure to be one to suit your taste. 

So, let's embark on this journey to find the craft beer that is just for you.



HAMBURGER 

Double
Cheese Burger

¥1,550

¥1,200

CRAFT BEER AND FOOD RESTAURANT

クラフトビールにハンバーガー、あなたの好きな組み合わせはどれ？

パテもチーズもダブルのスペシャルバーガー。
ジューシーなその味わいに、あなたも虜になるハズ。

今月のおすすめスペシャルバーガー 

STANDダブルチーズバーガー

アボカドバーガー
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Avocado burger

¥1,400

ベーコンエッグバーガー
Bacon egg burger

¥1,250

フィッシュバーガー
Fish burger

¥1,300

アボカドチーズバーガー
Avocado & cheese burger

¥1,200

ハラペーニョサルサバーガー
Jalapeno pepper & salsa sauce burger

¥1,350

ガーリックフィッシュバーガー
Fish & garlic chips burger

¥1,000

STAND バーガー
Standard burger

¥1,100

STAND チーズバーガー
Cheese burger

マンスリーバーガー
Monthly special burger

See the special menu

※金額表記は全て税込です。サービス料は頂戴しておりません。 *ALL PRICES INCLUDE TAX AND SERVICE, NO EXTRA CHARGE.

¥350

ALL ¥100

¥100 ¥200 ¥200 ¥200

パテ
Pate

ガーリックチップ　　　フライドオニオン　　　ハラペーニョ　　　サルサソース　　　タルタルソース

チェダーチーズ
Cheddar cheese

ベーコン
Bacon

Garilc chips Fried onion Jalapeno pepper Salsa sauce Tartar sauce

目玉焼き
Fried egg

アボカド
Avocado

トッピングでカスタマイズ！Choose your like topping!!

Avocado

Bacon
 & egg

Fish

※全てのバーガーにフライドポテトが付いています。All of our burgers comes with fries.

MONTHLY
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TAPAS 1皿から気軽に楽しめる、前菜やおつまみ。

SALAD フレッシュな九州産野菜をたっぷり味わう。

SIDE DISHES 当店特製、こだわりの一品料理。 小腹がすいた時や、シェアにおすすめ。

Calabash and quail egg pickles

Marinated olives with dry tomatos 

Oysters in chive oil 

Fukuoka scallion onion and cream cheese tartine

Spanish prosciutto

Japanese style marinated squid with a special vinegar sauce

Orange marinated seafood mix

Beef carpaccio with parmesan cheese and herbs

ひょうたんとウズラ卵のピクルス

ドライトマトとオリーブのマリネ

牡蠣のニラオイル漬け

福岡産 葱とクリームチーズのタルティーヌ

スペイン産 生ハム

旬菜とホタルイカの沖漬けマリネ

魚介とオレンジのマリネ

アンガス牛のカルパッチョ

※金額表記は全て税込です。サービス料は頂戴しておりません。 *ALL PRICES INCLUDE TAX AND SERVICE, NO EXTRA CHARGE.

¥580

¥580

¥580

¥650

¥780

¥580

¥720

¥980

STAND style coleslaw salad

Potato salad made with 2 kinds of japanese potatoes

Special kyushu prefecture's assorted vegetable bagna cauda

Green salad (Choose dressing : lemon, yuzu peper, thousand island, apple sour)

Seafood garlic chip salad 

STAND流 コールスローサラダ

じゃがいもと里芋のポテトサラダ

九州野菜の特製バーニャカウダ 

グリーンサラダ（選べるドレッシング：レモン/柚子胡椒/サウザン/アップルサワー）

シーフードガーリックサラダ

FRIES ビールと言ったら揚げ物！相性はお墨付き。

Italian style fried fish cake 

Fries

Special fish & chips plate 

イタリアンさつま揚げ

フレンチフライ

自慢のフィッシュ＆チップスプレート

¥650

¥720（Half  s ize：¥480）

¥1,200

¥380

¥580

¥880

¥820

¥1,100

Grilled fresh sausage and tripe sausage with mash potato

Fluffy scrambled egg with cauliflower and lotus root mousse

Seasonal spanish ajillo (See the special menu)

Mouthwatering chilli-beans and fried chicken

Homemade rotisserie grilled chicken (1/2) with mash potato and fava beans 

Baguette

生ソーセージとモツソーセージ マッシュポテト添え

とろけるスクランブルエッグ カリフラワーと蓮根のムース

季節のアヒージョ

たっぷりチリビーンズのフライドチキン

自家製 ロティサリーチキン

バゲット

¥980

¥580

¥720

¥750

¥1,600

¥100
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SNACK

SINCE 2016

まだ冷蔵技術が発達していなかった時代の、昔ながらの製法で造ら
れたビール。高めの温度で発酵させるため、コクが強く、フルーティ
な香りのビールが出来上がる。

Ale / エール

This  s ty le  of  beer  i s  brewed according to  t radi t ional  methods  
without refrigeration technology. The fermentation under the higher 
temperature makes beers rich and more fruity.

大航海時代のイギリスで誕生した、苦みの強いビール。ホップを大
量に加える IPA(India Pale Ale: インディア・ペール・エール ) は、
インドへの長い航海でも腐らず、船乗りたちの癒しとなった。

IPA / アイピーエー

India Pale Ale is a bitter beer that was created in Great Britain during 
the Age of Discovery. This strongly hopped ale would not go off, 
even on the long voyage to India and was much beloved of sailors.

淡い黄色で辛口、キレのあるドライな味わいが特徴のビール。いわ
ゆる居酒屋の生中がこのスタイル。広く流通しており、スーパーや
コンビニなどで、いつでもどこでも手に入る。

Pilsner & Lager / ピルスナー &ラガー

Pale amber in color and with a dry, crisp taste, this style of beer is 
so  commonp lace  enough  to  be  o f t en  found  in  supe rmarke t s ,  
convenience stores and elsewhere.

いわゆる「黒ビール」と呼ばれるスタイル。じっくり焙煎した麦芽を
使うため、香ばしい風味の効いた黒色のビールに仕上がる。「スタ
ウト」や「ポーター」、「ブラウンエール」などが含まれる。

Dark ale / ダークエール

So-cal led  "black beer"  refers  to  th is  s ty le  of  beer.  The use  of  
roasted malt gives this beer its black color and aromatic flavor. It 
includes, "stout", "porter" and "brown ale" varieties.

季節のフルーツの果汁や、まるごと果実を使ったスタイル。フルー
ティで爽やかな味わいや、アルコール控え目に仕上げたものが多く、
気軽に楽しめるのが特徴。

Fruit & Seasonal beer / フルーツ & 季節のビール

This style of  beer uses seasonal  frui t  juices,  or  even fruit  pulp 
i t se l f .  Frui ty  and refreshing in  f lavor  and f requent ly  lower  in  
alcohol, it is characterized by the ease with which it is drunk.

※金額表記は全て税込です。サービス料は頂戴しておりません。 *ALL PRICES INCLUDE TAX AND SERVICE, NO EXTRA CHARGE.

Seasonal gelato 

Whole wheat mix pancake with mix fruits

Special Honey french toast

Gorgonzola cheese cake

選べるジェラートアイス

全粒粉のクラシックパンケーキ 

ハニーフレンチトースト

ゴルゴンゾーラチーズケーキ

¥480

¥580

¥880

¥680

Japanese mizutaki chicken risotto

Mini size spiced curry topped with raw egg yolk

水炊き 焼リゾット

ミニ スパイスカレー

¥950

¥500

Mix nuts

Dry fruits

3 kinds of cheese 

ミックスナッツ

ドライフルーツ

3種のチーズ

¥400

¥550

¥750

RICE シメのごはんや、飲んだあとの夜食にも。 DESSERT やっぱり最後は甘いもの。
自慢のコーヒーと一緒に。
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ビアスタイルのご紹介

Beer Style
Introduction of

Goodbeer STANDで出会ったビールを、ご自宅でも。
当店のビアセレクションも行うバイヤー達が、国内外から美味しいと思う商品だけを集めたクラフト
ビールのオンラインショップ。今飲んでいるビール、美味しかったあのビール、初めて見かけるビール
など、200種類以上のラインナップから好きなものが選べます。重たいビールが自宅に届く、お気軽
ビアライフをgoodbeerで始めましょう！

http://goodbeer.jp

いわゆる「白ビール」や「小麦ビール」と呼ばれるのはこのスタイ
ルのこと。大麦ではなく小麦の麦芽をメインに使うため、ほのかな
甘みの白いビールが出来上がる。

White ale / ホワイトエール

So-called "white beer" or "wheat beer" refers to this style of beer. 
Brewed mainly with malted wheat rather than malted barley,  i t  
produces a slightly sweet, whitish beer.
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