DRINK

MENU

当店はワンドリンク制ですので、予めご了承ください。
別途チャージ料¥550-がかかります。

WINE
BOTTLE

TASTING SET
ワインとリキュール等のテイスティングセットです。
ソムリエ2次試験対策等にオススメの少量提供です！
ワインのみコメントシートのご用意も可能です！

ボトルリストは別紙でご用意しております。
ご希望の方はお声掛けください。

GLASS
スパークリングワイン

¥880～

赤ワイン

¥880～

白ワイン

¥880～

テイスティング3種セット

¥1,650-

テイスティング4種セット

¥2,200-

テイスティング5種セット

¥2,750-

当店では、ソムリエ監修ワインを取り扱っています。
皆様に安心してお楽しみいただくため、鮮度をそこなわないよう
温度管理された、《リーファーコンテナ》で海上輸送されてくる
《リーファーワイン》のみ、仕入れています。

追加1種・・・+¥550【ワイン以外のテイスティング可能なお酒】
ジン/ウォッカ/ラム/テキーラ/泡盛/梅酒/紹興酒
コニャック/シングルモルト/グラッパ
ドライ・ヴェルモット/スイート・ヴェルモット
ポート/マディラ/カルヴァドス
コアントロー/スーズ/サンブーカ/ガリアーノ
シャルトリューズ/イエガー・マイスター/アマレット
ドランブイ/ベネディクティン/チェリーヒーリング

BEER
DRAFT
GLASS

エーデルピルス
～日本（SAPPORO)～
ギネス
～アイルランド～

¥880-

BOTTLE

プレミアムアルコールフリー
～日本（SAPPORO)～

¥770-

BOTTLE

コロナ
～メキシコ～

¥880-

BOTTLE

アサヒスーパードライ(小瓶）
～日本（asahi）～

¥880-

BOTTLE

ヒューガルデン
～ベルギー～

¥1,100-

※メニューは全て税込です。

¥990-

WHISKEY

メニューに記載されていないウイスキーもございますので、お声掛けください。

SPEYSIDE MALT
ザ・グレンリベット １２ｙ
アベラワー アブナック
クラガンモア １２ｙ
ザ・マッカラン １２ｙ
G&M ｽﾍﾟｲﾓﾙﾄ ﾌﾛﾑ ﾏｯｶﾗﾝ 2003
ザ・マッカラン １８ｙ
ザ・マッカラン エステートリザーブ
グレンフィディック １２ｙ
ザ・バルヴェニー １２ｙ ﾀﾞﾌﾞﾙｳｯﾄﾞ

ISLAY MALT
¥1,210¥1,650¥1,320¥1,540¥1,540¥3,850¥2,750¥1,210¥1,320-

HIGHLAND MALT
ダルウィニー １５ｙ
¥1,100ダルモア １２ｙ
¥1,650ダルモア シガーモルト
¥1,100グレンモーレンジ １０ｙ
¥1,210グレンモーレンジ キンタルバン１２ｙ ¥1,320グレンモーレンジ ラサンタ
¥1,320ザ・グレンドロナック １２ｙ
¥1,320オーバン １４ｙ
¥1,540ロイヤル・ロッホナガー １２ｙ
¥1,210ロイヤル・ロッホナガー ｾﾚｸﾃﾞｯﾄﾞﾘｻﾞｰﾌﾞ ¥3,300アバフィルディ 12y
¥1,210-

CAMPBELTOWN MALT
スプリングバンク １０ｙ
ロングロウ
ヘーゼルバーン １２ｙ

¥1,430¥1,430¥1,540-

LOWLAND MALT
ホッグスヘッド ﾋﾟｭｱﾓﾙﾄ
オーヘントッシャン アメリカンオーク
キングスバーンズ

ラフロイグ １０ｙ
ラフロイグ セレクト
ラフロイグ・クォーターカスク
ブルイックラディ ｻﾞ･ｸﾗｼｯｸﾗﾃﾞｨ
フィンラガン
アードベック １０ｙ
ボウモア １２ｙ
ラガヴーリン１６ｙ
カリラ １２ｙ
スカラバス
ポートシャーロット

ISLANDS

¥1,320¥1,210¥1,210¥1,320¥1,100¥1,210¥1,210¥1,540¥1,210¥1,320¥1,650-

MALT

ハイランドパーク １２ｙ
ハイランドパーク １８ｙ
アラン・モルト ﾉﾝﾁﾙﾌｨﾙﾀｰﾄﾞ
アラン・モルト バーボンカスク
タリスカー １０ｙ
タリスカー ストーム
タリスカー １８ｙ
アイル・オブ・ジュラ １０ｙ
アイル・オブ・ジュラ ＳＰ

¥1,210¥1,540¥1,210¥1,210¥1,210¥1,320¥1,980¥1,100¥1,540-

＋¥0ストレート/ロック/水/お湯
＋¥110ソーダ/トニック/ウーロン茶/緑茶 etc...
＋¥220フレッシュオレンジジュース/レッドブル
フレッシュグレープフルーツジュース/クラマト

¥1,210¥1,210¥1,540-

※メニューは全て税込です。

WHISKEY
メニューに記載されていないウイスキーもございますので、お声掛けください。

TENNESSEE

BLENDED SCOTCH
ホワイト＆マッカイ
カティサーク
バランタイン １２ｙ
バランタイン １７ｙ
シーバス １２ｙ
シーバス ミズナラ
ホッグスヘッド ﾋﾟｭｱﾓﾙﾄ
ロイヤルサルート ２１ｙ
オールド･パー １２ｙ
オールド･パー ｽｰﾍﾟﾘｱ
ザ･ディンプル １５y
ザ･フェイマス・グラウス
デュワーズ ホワイトラベル
デュワーズ １２ｙ
デュワーズ １８ｙ
ジョニー･ウォーカー 黒ラベル １２ｙ
ロイヤルハウスホールド

¥880¥770¥1,100¥1,650¥1,210¥1,320¥1,210¥2,420¥1,430¥2,200¥1,210¥770¥770¥1,210¥1,650¥1,100¥4,400-

IRISH WHISKY
ジェムソン
タラモアデュー
タラモアデュー １２ｙ
ブッシュミルズ
ブラック･ブッシュ
ブッシュミルズモルト １６ｙ
グリーンスポット
レッドブレスト

CANADIAN

¥880¥990¥1,320¥990¥1,100¥1,980¥1,210¥1,650-

WHISKY

カナディアンクラブ ６ｙ
カナディアンクラブ ｸﾗｼｯｸ １２ｙ
カナディアンクラブ ２０ｙ
クラウンローヤル

¥880¥1,210¥2,200¥1,100-

WHISKY

ジャック･ダニエル
ジャック･ダニエル ﾃﾈｼｰﾊﾆー
ジャック･ダニエル ｼﾞｪﾝﾄﾙﾏﾝ･ｼﾞｬｯｸ
ジャック･ダニエル ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞﾚﾙ

¥990¥1,100¥1,210¥1,650-

BOURBON WHISKY
アーリー･タイムズ イエロー
ジム･ビーム ホワイト
オールド･クロウ
I･W ハーパー ゴールドメダル
I･W ハーパー １２ｙ
フォアローゼス イエロー
フォアローゼス ブラック
フォアローゼス プラチナ １０ｙ
メーカーズ･マーク レッド
オールドオーバーホルト
ブラントン
クレメンタイン
ワイルドターキー ８ｙ
ワイルドターキー １3ｙ
ワイルドターキー･ライ
レアパーフェクション １４ｙ
ブッカーズ
オールド･グランダット ８６
オールド･グランダット １１４

¥880¥880¥880¥880¥1,210¥880¥1,100¥1,650¥1,100¥1,100¥1,430¥1,100¥1,100¥1,430¥1,100¥1,540¥1,650¥1,100¥1,210-

＋¥0ストレート/ロック/水/お湯
＋¥110ソーダ/トニック/ウーロン茶/緑茶 etc...
＋¥220フレッシュオレンジジュース/レッドブル
フレッシュグレープフルーツジュース/クラマト

※メニューは全て税込です。

WHISKY&BRANDY
JAPANESE

WHISKY

角
岩井
AMAHAGAN No.1 ﾎﾜｲﾄﾗﾍﾞﾙ
AMAHAGAN No.2 ﾚｯﾄﾞﾜｲﾝｳｯﾄﾞﾌｨﾆｯｼｭ
AMAHAGAN No.3 ﾐｽﾞﾅﾗｳｯﾄﾞﾌｨﾆｯｼｭ
富士（FUJI)
竹鶴 ピュアモルト
宮城峡
知多
Nicca Session（奏楽）
山崎
白州
響
碧（AO)
余市
季（TOKI）

BRANDY
¥880¥1,210¥1,320¥1,430¥1,540¥1,210¥1,100¥1,100¥1,100¥1,210¥1,210¥1,210¥1,430¥1,430¥1,870¥1,980-

MARC & GRAPPA
ルイ･ジャド －ブルゴーニュ－
ムタール －シャンパーニュ－
ガヤ･バローロ

¥1,430¥1,650¥1,650-

ヘネシー VS
ヘネシー VSOP
ヘネシー XO
クルボアジェ VSOP
クルボアジュ ＸＯ
レミーマルタン VSOP
レミーマルタン XO ｽﾍﾟｼｬﾙ
レミーマルタン XO ｴｸｾﾚﾝｽ
ﾏﾈｽ･ｵｰﾄﾞｳﾞｨ ポワールウィリアムス
ﾏﾈｽ･ｵｰﾄﾞｳﾞｨ イエロープラム
ｼｭﾍﾟﾋﾄ キルシュヴァッサー ｵｰﾄﾞｳﾞｨｰ
マーテル コルドンブルー
ポール･ジロー ｴｸｽﾄﾗ･ｳﾞｨﾕｰ
ジャンフィユー ﾚｾﾞﾙﾌﾞ･ﾌｧﾐﾘｱﾙ

¥1,100¥1,650¥1,870¥1,650¥1,650¥1,320¥1,650¥2,420¥1,540¥1,540¥1,320¥1,650¥2,200¥2,200-

CALVADOS
ブラー・グランソラージュ
ロジェグルー 8ｙ
ロジェグルー 12y
ロジェグルー ヴェネラブル
ｸｰﾙ･ﾄﾞ･ﾘｵﾝ ポムプリゾニエール
ｸｰﾙ･ﾄﾞ･ﾘｵﾝ オルタージュ

¥1,100¥1,430¥1,650¥1,980¥1,650¥2,200-

FORTIFIED WINE
SHERRY

PORT

ゴンザレス･ビアス･ティオペペ
¥990バルデスピノ･イザベラ･クリーム
¥1,210ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ﾋﾒﾈｽ･ｲｻﾞﾍﾞﾗ ペドロ･ヒメネス ¥1,760-

MADEIRA
ジャスティノ･マデイラ･ボアル １０ｙ

¥1,320-

グラハフ･ファイン･ルビー･ポート

¥1,100-

RATAFIA
ポール・デテュンヌ･ラタフィア･ブラン ¥1,430アンリ･ジロー･ ソレラ･ラタフィア
¥2,200-

※メニューは全て税込です。

SPIRITS
GIN
ビーフィータ 47°
タンカレー
タンカレー NO.TEN
ボンベイ･サファイア
ブードルス
シタデル･ジン
ヴィクトリアン･ヴァット
チェイス･エレガント･ジン

TEQUILA
¥880¥880¥1,100¥1,100¥1,100¥1,210¥1,210¥1,320-

VODKA
スミノフ 40°
アブソルート
ズブロッカ
ストロワヤ
インフェルノペッパー
グレイグース
ヴーヴカペ
ベルヴェデール

¥880¥880¥880¥880¥880¥1,100¥1,100-

サウザ ゴールド
サウザ スリージェネレーション
クエルボ ゴールド
クエルボ 1800 レポサド
クエルボ 1800 アネホ

¥880¥1,430¥880¥1,430¥1,760-

RUM
バカルディ ホワイト
バカルディ ゴールド
マイヤーズ ダーク
キャプテンモルガン
パンペロアニベルサリオ
ハバナクラブ ７ｙ
デイプロ･マティコ
ロン･サカパ･センテナリオ
エル･ドラド １５ｙ
ベリーズ･ジャマイカンラム

¥880¥880¥880¥880¥990¥990¥1,210¥1,210¥1,210¥1,870-

SHOCHU
麦焼酎
吉四六
中々

その他
¥770¥770-

芋焼酎
金黒
赤霧島
三岳
だいやめ～DAIYAME～

¥770¥770¥880¥880-

残波(泡盛）
れんと（黒糖）

¥770¥770-

＋¥0ストレート/ロック/水/お湯
＋¥110ソーダ/トニック/ウーロン茶/緑茶 etc...
＋¥220フレッシュオレンジジュース/レッドブル
フレッシュグレープフルーツジュース/クラマト

※メニューは全て税込です。

LIQUEUR
果実系

お好みのリキュールと飲み方をお選びください。
バーテンダーおまかせも可能です♪

カシス

カンパリ

マンゴヤン

スーズ

～黒スグリのリキュール～

薬草系

～ビターオレンジのリキュール～

～マンゴーのリキュール～

～バニラや蜂蜜の風味があるリキュール～

アプリコット

ガリアーノ

～あんずのリキュール～

～アニスやハーブ漂うリキュール～

パッソア

ペルノ

～パッションフルーツのリキュール～

～１５種類の香草を使用したリキュール～

ストロベリー

リカール

～イチゴのリキュール～

～リコリスなどのスパイシーな香りが特徴のリキュール～

ピーチ

ピコン

～桃のリキュール～

～オレンジとハーブのほろ苦いリキュール～

アマレット

フェルネ･ブランカ

～アーモンドのようなリキュール～

～世界一苦いと称されるリキュール～

ディタ

フェルネ･ブランカ・メンタ

～ライチのリキュール～

～ミント配合のリキュール～

マリブ

チナール

～ココナッツのリキュール～

～アティチョークベースとハーブのリキュール～

イエガ･マイスター

その他

～ハーブや果実などを56種類使用したリキュール～

シャルトリューズ･ヴェール

～ミントのようなスパイシーリキュール～

チョコレート

シャルトリューズ･ジョーヌ

～チョコレートリキュール～

～蜂蜜風リキュール～

カルーア

～コーヒーリキュール～

フランジェリコ

～ヘーゼルナッツのリキュール～

アドヴォカート

～卵黄リキュール～

ベイリース

¥770ストレート/ロック/水/お湯

～クリームのリキュール～

ティー

¥880ソーダ/トニック/コーラ/ジンジャーエール（甘・辛）
ウーロン茶/緑茶/紅茶/ミルク/パインジュース
クランベリージュース/トマトジュース

～紅茶のリキュール～

ヨーグリート

～ヨーグルトのリキュール～

レッドベアエナジー

～ガラナのリキュール～

¥990フレッシュオレンジジュース/レッドブル
フレッシュグレープフルーツジュース/クラマト

コカレロ

～コカの葉のリキュール～

ヴェルモット

～フレーバードワイン（数種類あります）～
※メニューは全て税込です。

COCKTAIL
☆はお酒の濃さの目安です♪数が多いほど濃いめのカクテルになります！
お酒の濃さは調整できるカクテルもございますので、お声がけ下さい

GIN

VODKA

ジンリッキー ☆

¥990-

ウォッカトニック ☆

¥990-

ジントニック ☆

¥990-

モスコミュール ☆

¥990-

ジンバック ☆

¥1,100-

ブラッティーメアリー ☆

¥1,100-

ジンライム

¥1,100-

ブラッティーシーザー ☆

¥1,100-

ネグローニ ☆☆

¥1,100-

ブラックルシアン ☆☆☆

¥1,100-

ホワイトレディー ☆☆☆

¥1,210-

ソルティードッグ ☆☆

¥1,210-

マティーニ ☆☆☆

¥1,210-

メロンボール ☆

¥1,210-

ギムレット ☆☆☆

¥1,210-

シーブリーズ ☆☆

¥1,210-

ジンフィズ ☆☆

¥1,210-

コスモポリタン ☆☆

¥1,210-

シンガポールスリング ☆

¥1,210-

バラライカ ☆☆☆

¥1,210-

〈炭酸+ライム〉

〈トニック+ライム〉
〈ジンジャーエール+ライム〉

☆☆☆

〈ライム〉

〈カンパリ+スイートベルモット〉
〈ホワイトキュラソー+レモン〉
〈ドライベルモット〉
〈ライム〉

〈レモン+炭酸+シュガーS〉

〈チェリーブランデー+パインJ etc.〉

〈トニック+ライム〉

〈ジンジャーエール+ライム〉
〈トマトJ+レモン etc.〉

〈クラマト+ライム etc.〉
〈コーヒーL〉

〈グレープフルーツJ+塩〉
〈メロンL+オレンジJ〉

〈グレープフルーツJ+クランベリーJ〉
〈コアントロー+クランベリーJ+レモン〉
〈ホワイトキュラソー+レモン>

TEQUILA

RUM
キューバリバー

〈コーラ+ライム〉

ソルクバーノ

☆

☆

〈グレープフルーツJ+トニック〉

XYZ

☆☆☆

〈ホワイトキュラソー+レモン〉

ダイキリ

☆☆☆

〈ライム+シュガーS〉

ボストンクーラー

☆

〈ジンジャーエール+レモン+シュガーS〉

ピニャコラーダ

☆

〈マリブリキュール+パインJ〉

モヒート

☆

〈炭酸+ライム+ミント+シュガーS〉

¥990-

テキーラコーク

¥1,210-

メキシカン

¥1,210¥1,210¥1,320¥1,320-

〈コーラ+ライム〉

¥990-

☆

¥1,100-

☆

〈パインJ+グレナデンS〉

テキーラサンライズ

☆

〈オレンジJ+グレナデンS〉

マタドール

☆☆

〈パインJ+ライム〉

マルガリータ

☆☆☆

〈ホワイトキュラソー+ライム〉

¥1,320-

※メニューは全て税込です。

¥1,210¥1,210¥1,210-

COCKTAIL
☆はお酒の濃さの目安です♪数が多いほど濃いめのカクテルになります！
お酒の濃さは調整できるカクテルもございますので、お声がけ下さい

・

・

WHISKY BRANDY

WINE SPARKLING WINE

ゴッドファーザー ☆☆☆

¥1,100-

キティー ☆

¥990-

オールド・ファッションド ☆☆☆

¥1,210-

キール ☆☆

¥990-

マンハッタン ☆☆☆

¥1,100-

オペレーター ☆

¥990-

ラスティーネイル ☆☆☆

¥1,100-

スプリッツァー ☆

¥990-

フレンチ・コネクション☆☆☆

¥1,100-

アメリカンレモネード ☆

¥1,100-

アレキサンダー ☆☆

¥1,210-

ワインクーラー ☆☆

¥1,210-

サイドカー ☆☆

¥1,210-

ミモザ ☆

¥1,320-

ホワイトミモザ ☆

¥1,320-

〈ウイスキー＋アマレット〉

〈ウイスキー+アンゴスチュラ+角砂糖〉

〈ウイスキー+スイートベルモット etc.〉
〈ウイスキー+ドランブイ〉
〈ブランデー+アマレット〉

〈ブランデー+カカオL+生クリーム〉
〈ブランデー+ホワイトキュラソー+レモン〉

〈赤ワイン+ジンジャーエール〉
〈白ワイン+カシスL〉
〈白ワイン+ジンジャーエール+レモン〉
〈白ワイン+炭酸〉

〈赤ワイン+レモネード〉

〈赤ワイン+オレンジJ+グレナデン etc.〉
〈スパークリングワイン+オレンジJ〉

〈スパークリングワイン+グレープフルーツJ〉

シャンパンカクテル ☆☆

LIQUEUR

キールロワイヤル ☆☆

〈スパークリングワイン+カシスL〉

スノーボール ☆

¥990-

メンタバック ☆☆

¥990-

ベイリースオーレ ☆

¥990-

スプモーニ ☆

¥1,100-

ファジーネーブル ☆

¥1,100-

〈アドヴォカート+ジンジャーエール+ライム〉

〈フェルネブランカメンタ+ジンジャーエールetc.〉
〈ベイリーズ＋牛乳〉

〈カンパリ+グレープフルーツJ+トニック〉
〈ピーチL+オレンジJ〉

チャイナブルー ☆☆

¥1,210-

アメリカーノ ☆

¥1,210-

〈ライチL+トニック+グレープフルーツJ etc.〉
〈カンパリ+スウィートベルモット+炭酸〉

¥1,430-

〈スパークリングワイン+アンゴスチュラ etc.〉

キールインペリアル ☆☆

〈スパークリングワイン+フランボワーズL〉

¥1,430¥1,430-

BEER
カシスビア ☆

¥990-

シャンディーガフ ☆

¥990-

レッドアイ ☆

¥990-

〈ビール+カシスL〉

〈ビール+ジンジャーエール〉
〈ビール+トマトJ〉

※メニューは全て税込です。

NON-ALCOHOL
COCKTAIL

SOFT DRINK

サラトガクーラー

¥770-

サマーディライト

¥770-

バージン･メアリー

¥770-

バージン･ブリーズ

¥770-

バージン･チチ

¥770-

シンデレラ

¥770-

シャーリーテンプル

¥770-

クールコリンズ

¥770-

〈ジンジャーエール+ライム+砂糖〉
〈ソーダ+ライム+グレナデン+砂糖〉

〈トマトJ+レモン+塩胡椒+タバスコ+ウスターソース〉
〈グレープフルーツJ+クランベリーJ〉
〈ココナッツミルク+パインJ〉
〈オレンジJ+レモン+パインJ〉
〈ジンジャーエール+グレナデン〉
〈ソーダ+砂糖+レモン+ミント〉

サッポロプレミアム オールフリー ¥770〈ノンアルコールビール〉

フレッシュオレンジジュース
フレッシュグレープフルーツジュース
レッドブル
クラマト
コーラ
ジンジャーエール（甘・辛）
パインジュース
リンゴジュース
トマトジュース
クランベリージュース
ペリエ
アイスコーヒー
アイスティー
ウーロン茶
緑茶
ミルク

ORIGINAL COCKTAIL

AFTER-MEAL DRINK

季節のフレッシュフルーツスムージー

¥1,430～

ハーブレモネード

¥880-

※スタッフまでお尋ねください。

フレッシュレモンを使用したレモネードとレモングラスなど
数種類のハーブを使用しさっぱりとした味わいに仕上げました。

紅茶のバージンモヒート

¥770¥770¥770¥770¥440¥440¥440¥440¥440¥440¥440¥440¥440¥440¥440¥440-

¥880-

ホットコーヒー
カフェラテ
エスプレッソ S
エスプレッソ W
ホットティー
ハーブティー

※スタッフにお尋ねください。

紅茶を使用したノンアルコールモヒートです。フレッシュ
ミントの爽やかな香りをお楽しみいただけます。

※メニューは全て税込です。

¥440¥550¥330¥660¥550¥550-

