
バランタイン１２年 …………￥440　　シーバスリーガル ミズナラ…￥640
Ballantine′s 12ｙ　　　　　　　　　　　　　Chivas Regal　MIZUNARA

ザ　シングルトン
ダフタウン１２年 ……………￥640　　 タリスカー１０年 ……………￥740
The Singleton Dufftown 12ｙ　　　　　　 Talisker 10ｙ

ボウモア１２年 ………………￥740　　 ジェムソン ……………………￥440
Bowmore 12ｙ　　　　　　　　　　　　　　 Jameson

メーカーズマーク ……………￥440　　ワイルド ターキー8年 ………￥440
Maker′s Mark　　　　　　　　　　　　　　  Wild Turkey 8ｙ

９６３　赤 ……………………￥480　　山崎 ……………………………￥780
963 Red　　　　　　　　　　　　　　　　　 YAMAZAKI

余市 ……………………………￥780
YOICHI

ウイスキー　WHISKY

リキュール　LIQUEUR

カンパリ ………………………￥380　　シャルトリューズ ヴェール …￥680
Campari　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chartruse vert

シャルトリューズ ジョーヌ…￥680　　 ペルノー ………………………￥540
Chartruse jaune　　　　　　　　　　　　　 Pernod

ゴディバ ………………………￥580　　カシス …………………………￥380
Godiva　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Cassis

ディタ …………………………￥540　　 ティフィンティー ……………￥440
Dita　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tiffin

ジン　GIN

タンカレー ……………………￥440　　タンカレーNo.10 ……………￥640
Tanquray　　　　　　　　　　　　　　　　　Tanquray No.10

ボンベイ　サファイア ………￥440　　季の美 …………………………￥880
Bombay Sapphire　　　　　　　　　　　　　KINOBI

ウォッカ　VODKA

グレイグース …………………￥740　　 ズブロッカ ……………………￥380
Grey Goose　　　　　　　　　　　　　　　　Zubrowka

スミノフ ………………………￥380　　ストリチナヤ …………………￥380
Smirnoff　　　　　　　　　　　　　　　　　 Storichinaya

テキーラ　TEQUILA

サウザ　シルバー ……………￥380　　 クエルヴォ１８００ ………￥1,500
Sauza Silver　　　　　　　　　　　　　　　 Curvo 1800

パトロン　シルバー …………￥740
Patron Silver

ラム　RUM

バカルディ　ホワイト ………￥380　　バルバンクール …￥880
Bacardi White　　　　　　　　　　　　　　 Barbancourt

ロン　サカバ …………………￥880
Ron Zacapa

ソーダ Soda …………………￥50 オレンジ Orange ……………￥50

コカコーラ Co l a  ……………￥50 グレープフルーツ Grapefruits …￥50

ジンジャーエール Gingerale …￥50 パイナップル Pineapple ……￥50

トニックウォーター Tonicwater …￥50 アップル Apple ………………￥50

ウーロン茶 Oolongtea ………￥50 トマト Tomato ………………￥50

丸氷 Ball Ice …………………￥300 ペリエ Perrier ………………￥300

◆上記アルコールとの組み合わせは以下の料金になります◆

サッポロ黒ラベル 樽生 Sapporo Black Label …………………￥480

エビスビール 樽生 EBISU …………………………………………￥580

コロナ エクストラ Corona Extra ……………………………………………￥640

Beer ビール

スパークリングワイン Sparkling wine ……………………………￥600

赤／白／ロゼ Red/White/Rose ……………………………………￥580

Glass wine グラスワイン

大分麦焼酎「二階堂」 NIKA IDOU ………………………………………………￥450

黒霧島 KUROK I R I SH IMA ……………………………………………………￥450

Distilled spirits 焼酎　麦／芋

清酒　笹の川 (150ml) Sake SASANOKAWA ………………………………￥500

Sake 日本酒

　　　　　　カンクン ビーチ Cancun Beach ……………………………￥700
　　　　　　　　白い砂浜と澄んだ青い海をイメージしたカクテル

エスプレッソ マティーニ Espresso Martini ………………………………￥800
　アメリカ風にウォッカがベース、ホワイトカカオ、カルーアとエスプレッソの風味

季の美＆Soda KINOB I&Soda ………………………………………………￥800
　玉露、柚子等和素材の香りを含む京都産クラフトジンをシンプルなアレンジで

ワインサワー Wine Sour ……………………………………………………￥600
　白ワインがベース　カシスリキュール、ブルーベリー入りのサッパリカクテル

パローマ Paloma ……………………………………………………………￥600
　メキシコで大人気のカクテル　テキーラ＋柑橘＋トニック

ガルフストリーム Gu l f s t r e am ……………………………………………￥800
　メキシコ湾流の意味　ピーチベースの飲みやすいカクテル

クリームソーダ　SPOON 風 Cream Soda Spoon Style …………………￥700
　バニラアイスは先に食べても、液体になじませながらでもお好みで

スノーボール Snow Bal l ……………………………………………………￥600
　雪のように柔らかくスウィートなカクテル

アメリカン レモネード American Lemonade ……………………………￥600
　見た目も美しい低アルコールカクテル

モヒート Mo j i t o  ……………………………………………………………￥700
　ミント香るクラシックモヒート

キョホウ ヨーグリト オレンジ  Kyohou Yougur i t  Orange …………￥600
　フルーツヨーグルトの様な優しい味わい

エル ディアブロ El Diablo …………………………………………………￥600
　テキーラ、カシス、ジンジャーエールのメキシカンカクテル

ヴァイオレット ベリーズ Violet berr ies  …………………………………￥700
　スミレのリキュールとブルーベリーの美しいカクテル

フローズン ストロベリー マルガリータ Frozen Strawberry Margarita …￥800
　 テキーラの風味にイチゴの甘味・酸味

Cocktail カクテル

Whisky,Spirits&Liqueur ウイスキー・スピリッツ・リキュール

High Ball
デュワーズ ハイボール Dewar′s High Ball ……………………￥440
　スムースな味わいと華やかな香り

エヴァン ウィリアムス ハイボール Evan Williams High Ball …￥440
　黒砂糖、キャラメルを感じるバーボンがベース

ジンジャー ハイボール Ginger H igh Ba l l ……………………￥440
　デュワーズとジンジャーエールのマッチング

ハイボール

イチゴ Strawberry ……………………………………………………………￥640

レモン＆ライム Lemon&L ime …………………………￥640

オレンジ＆ブルーベリー Orange&B lueber ry ………￥640

Fruits & Sparkling Wine こぼれフルーツ＆スパークリング

オレンジ Orange ……………￥440 グレープフルーツ Grapefru i ts …￥440

アップル Apple ………………￥440 クランベリー C r anbe r r y  ………￥440

マンゴー Man g o  ……………￥440 パイナップル P i n e a p p l e  ………￥440

トマト Tomato ………………￥330 コカコーラ Cola  …………………￥330

ジンジャーエール Ginger Ale …￥330 ペリエ Perrier ……………………￥500

コーヒー Coffee ………………￥440

Softdrink ソフトドリンク

シャーリーテンプル Charlie Temple …………………………………………￥480
　ザクロ＋ジンジャーエールにレモンの香り

マンゴーサンライズ Mango Sunrise …………………………………………￥480
　マンゴーにザクロでスィートな味わい

オレンジ パナシェ Orage Panache …………………………………………￥580
　ノンアルコールビールをオレンジの風味が包みます

ジンジャーレモン パナシェ Ginger&Lemon Panache ………………………￥580
　ジンジャー＋レモンの爽やかなノンアルコール

スパークリング グレナデン Spark l ing Grenadine …………………………￥480
　ポリフェノール豊富なザクロがベース

　　　　　　　　クランベリートニック Cranber ry Ton i c ………………￥480
　　　　　　　　　　 見た目も味わいもサッパリ

　　　　　　　　 シーアンドシー C＆C ………………………………………￥480
　　　　　　　　　　　クランベリーとカルピスの組み合わせ

Mocktail ノンアルコールカクテル

瀬戸内 レモンサワー Setouchi Lemon Sour ………………￥480
酸味と甘みのバランスが良いレモンサワー

イタリアン レモンサワー Italian Lemon Sour ……………￥480
シチリア産レモン果汁のレモンチェッロがベース

メキシカン レモンサワー Mex ican Lemon Sour ………￥480
テキーラをベースにレモンと炭酸でスッキリ

Sour サワー

DRINK MENU

※表記料金に別途消費税が加算されます。




