
BEER
Carlsberg ‒カールスバーグ‒ ¥600

¥850

¥850

¥850

¥850

¥850

¥850

¥950

¥850

¥950

Heineken ‒ハイネケン‒

GUINESS ‒ギネス‒

CORONA ‒コロナ‒

Shandy Gaff‒シャンディーガフ‒

Cassis Beer ‒カシスビア‒

（ビール＋ジンジャーエール）

（ビール＋カシス）

（ビール＋ジン）

（ビール＋トマトジュース）

（ビール＋アマレット）

（ビール＋バーボンウイスキー）

Dog’ s Nose ‒ドッグスノーズ‒

焼酎
鍛高譚　　　　　　　‒しそ焼酎‒ ¥750

¥750

¥750

¥750

鳥飼　　　　　　　　‒米焼酎‒

二階堂　吉四六　　　‒麦焼酎‒

富乃宝山　　　　　　‒芋焼酎‒

¥1,200魔王　　　　　　　　‒芋焼酎‒

CHAMPANE

ARMAND DE BRIGNAC ROSE　‒アルマンド　ロゼ‒ ¥200,000

¥8,000

¥12,000

ARMAND DE BRIGNAC SILVER 　‒アルマンド　シルバー‒　　　

Cafe de Paris 　‒カフェ・ド・パリ‒

Moet＆Chandon　‒モエ・エ・シャンドン‒

¥13,000Veuve Clicquot　‒ヴーヴ・クリコ‒

¥15,000Moet＆Chandon Rose Imperial　‒モエ・エ・シャンドン 　ロゼ　アンペリアル‒

¥16,000Veuve Clicquot Ponsardin Brut Rose Label　　‒ヴーヴ・クリコ  ローズラベル‒

WINE
Red Wine　　　　  　‒赤ワイン‒

White Wine　     　　‒白ワイン‒

¥650

¥650

ARMAND DE BRIGNAC GOLD　‒アルマンド　ゴールド‒ ¥120,000

¥25,000Moet＆Chandon Nectar Imperial Rose ‒モエ・エ・シャンドン  ネクターアンペリアル ロゼ‒

¥20,000Moet＆Chandon Nectar Imperial　‒モエ・エ・シャンドン  ネクターアンペリアル ‒

¥300,000

Dr.Pepper ‒ドクターペッパー‒

Red Eye ‒レッドアイ‒

Boiler Maker ‒ボイラーメーカー‒



WHISKEY
SUNTORY 角‒サントリー‒ ¥650

¥650

¥650

¥750

¥750

¥750

¥800

¥850

¥950

¥1,100

Ballantine Finest ‒バランタイン　ファイネスト‒

Canadian Club ‒カナディアン　クラブ‒

Jack Daniel’ s ‒ジャックダニエル‒

Jack Daniel’ s  Tennesse HONEY ‒ジャックダニエル　テネシーハニー‒

I・W　ハーパー　

Old Parr ‒オールドパー‒　10年

ARD BEG ‒アードベッグー‒　10年

LAPFROAIG ‒ラフロイグ‒　10年

¥950

¥1,300

¥850

¥850

¥850

白州 

山崎　12年　

CHIVAS REGAL ‒シーバスリーガル‒　12年

WILD TURKEY  RARE BREED ‒ワイルドターキー レアブリード ‒

 TALISKER‒タリスカー‒　10年

MACALLAN ‒マッカラン‒　12年



VODKA
SMIRNOFF No.21 ‒スミノフ‒ ¥650

¥750

¥850

¥650

¥650

¥750

¥750

¥750

¥850

¥850

ZUBROWKA  ‒ズブロッカ‒

GREY GOOSE ‒グレイグース‒

Vodka Tonic ‒ウォッカトニック‒
（ウォッカ＋トニック）

Vodka Soda ‒ウォッカソーダ‒
（ウォッカ＋ソーダ）

Moscow Mule - モスコミュール -
（ウォッカ＋ジンジャーエール）　
Bulldog - ブルドッグ -
（ウォッカ＋グレープフルーツジュース）

Screwdriver - スクリュードライバー -
（ウォッカ＋オレンジジュース）

Balalaika ‒バラライカ -
（ウォッカ＋ホワイトキュラソー＋レモンジュース）

¥850

¥850

¥750

¥850

Sex On The Beach - セックスオンザビーチ -
（ウォッカ＋ピーチリキュール＋パインジュース） 

-BASE-

God Mother- ゴッドマザー -
（ウォッカ＋アマレット）

Bloode Mary - ブラッディーメアリー -
（ウォッカ＋トマトジュース）

Saltydog - ソルティードッグ -
（ウォッカ＋グレープフルーツジュース＋塩）

SMIRNOFF ICE - スミノフアイス -（Bottle）

¥1,000Red Bull Vodka - レッドブルウォッカ -
（ウォッカ＋レッドブル）

GIN
BEEFEATER ‒ビーフィーター‒ ¥650

¥750

¥850

¥650

¥650

¥750

¥750

¥750

¥750

¥850

BONBEY SAPPHIRE  ‒ボンベイ・サファイア‒

Tanqueray No.ten ‒タンカレー・ナンバーテン‒

Gin Tonic ‒ジントニック‒
（ジン＋トニック）

Gin Rckey ‒ジンリッキー‒
（ジン＋ソーダ）

Gin Lime - ジンライム -
（ジン＋ライムジュース）　

Gin Sonic - ジンソニック -
（ジン＋ソーダ＋トニック）

Gin Back - ジンバック -
（ジン＋ジンジャーエール）

Gimlet ‒ギムレット -
（ジン＋ライムジュース）

¥850

¥750

¥750

¥750

Negroni - ネグローニ -
（ジン＋カンパリ＋スウィートベルモット） 

-BASE-

Martini - マティーニ -
（ジン＋ベルモット）

Gin Fizz - ジンフィズ -
（ジン＋レモンジュース＋ソーダ）

Orange Blossom - オレンジブロッサム -
（ジン＋オレンジジュース）

White Lady - ホワイトレディー -
（ジン＋ホワイトキュラソー＋レモンジュース）



RUM
BACARDI　‒バカルディ‒ ¥650

¥750

¥650

¥650

¥750

¥750

¥750

¥850

Captain Morgan 　‒キャプテン・モルガン‒

¥950Ron Zacapa Centenario 23 年　‒ロンサカパセンテナリオ‒

Rum Tonic ‒ラムトニック‒
（ラム＋トニック）

Rum Soda ‒ラムソーダ‒
（ラム＋ソーダ）

Cuba Liber - キューバリバー -
（ラム＋コーラ）　

Ram Collins - ラムコリンズ -
（ラム＋レモンジュース＋ソーダ）

Boston Cooler - ボストンクーラー -
（ラム＋レモンジュース＋ジンジャーエール）

Blue Hawaii ‒ブルーハワイ -
（ラム＋ブルーキュラソー＋パインジュース）

¥850

¥850

¥850

-BASE-

Daiquiri- ダイキリ -
（ラム＋ライムジュース＋シュガー）

Miami - マイアミ -
（ラム＋ミント＋レモンジュース）

XYZ - エックスワイジー -
（ラム＋コアントロー＋レモンジュース）

¥1,000  
Mojito- モヒート -
（ラム＋ミント＋ソーダ）　※夏季限定

TEQUILA
Cuervo Silver　‒クエルボシルバー‒

Cuervo Gold　‒クエルボゴールド -

TARANTULA AZUL　‒タランチュラ アズール‒

Tequila Tonic ‒テキーラトニック‒
（テキーラ＋トニック）

Tequila  Soda‒テキーラソーダ‒
（テキーラ＋ソーダ）

Tequila Coke - テキーラコーク -
（テキーラ＋コーラ）　

Tequila  Sunrise - テキーラサンライズ -
（テキーラ＋オレンジジュース＋グレナデンシロップ）

Tequila  Sunset- テキーラサンセット -
（テキーラ＋グレープフルーツジュース）

Matador ‒マタドール -
（テキーラ＋パインジュース）

French Cactus - フレンチカクタス -
（テキーラ＋ホワイトキュラソー） 

-BASE-

Straw Hat - ストローハット -
（テキーラ＋トマトジュース）

El Diablo - エルディアブロ -
（テキーラ＋カシス＋レモンジュース）

Brave Bull - ブレイブブル -
（テキーラ＋カルーア）

Margarita - マルガリータ -
（テキーラ＋ホワイトキュラソー＋ライムジュース）

HERRADURA　‒ヘラドゥーラ アネホ‒

¥650

¥750

¥800

¥650

¥650

¥750

¥750

¥750

¥850

¥850

¥850

¥850

¥850

¥850

¥1,500



COCKTAIL
Cassis Soda‒カシスソーダ‒
（カシス＋ソーダ）

¥650

SHOT
Cuervo Silver‒クエルボシルバー‒ ¥650

¥750

¥750

Cuervo Gold‒クエルボゴールド -

Jaeger Meister‒イエガーマイスター‒

NON ALCOHOL

Campari Soda‒カンパリソーダ‒
（カンパリ＋ソーダ）

¥650

Cassis Orange‒カシスオレンジ‒
（カシス＋オレンジジュース）

¥750

Campari Orange‒カンパリオレンジ‒
（カンパリ＋オレンジジュース）

¥750

Spumoni‒スプモーニ‒
（カンパリ＋グレープフルーツジュース＋トニック）

¥750

Fuzzy Navel ‒ファジーネーブル‒
（ピーチリキュール＋オレンジジュース）

¥750

Reggae Punch ‒レゲエパンチ‒
（ピーチリキュール＋ウーロン茶）

¥750

Apricot Cooler‒アプリコットクーラー‒
（アプリコットブランデー＋レモンジュース＋ソーダ）

¥750

Kahlua Milk‒カルーアミルク‒
（カルーア＋ミルク）

¥750

Midori Pine‒ミドリパイン‒
（メロンリキュール＋パインジュース）

¥750

Passoa Orange‒パッソアオレンジ‒
（フルーツリキュール＋オレンジジュース）

¥750

Amaretto Ginger‒アマレットジンジャー‒
（アンズリキュール＋ジンジャーエール）

¥750

Malibu Coke‒マリブコーク‒
（ココナッツリキュール＋コーラ）

¥750

Baileys Milk‒ベイリーズミルク‒
（バニラリキュール＋ミルク）

¥750

Pernod Soda‒ペルノソーダ‒
（ハーブリキュール＋ソーダ）

¥800

Dita Cranberry‒ディタクランベリー‒
（ライチキュール＋クランベリージュース）

¥850

China Blue‒チャイナブルー‒
（ライチキュール＋グレープフルーツジュース＋ブルーキュラソー）

¥850

RedBull　Cassis‒レッドブルカシス‒
（カシス＋レッドブル）

¥1,000

¥750Soco　Lime‒ソコライム‒

¥950Coca Lero‒コカレロ‒

TARANTULA AZUL‒タランチュラ アズール‒ ¥800

¥1,000Coca Bom‒コカボム‒

Oolong tea　‒烏龍茶‒ ¥450

Green tea　‒緑茶‒ ¥450

Coca Cola　‒コカコーラ‒ ¥450

Orange Juice　‒オレンジジュース‒ ¥450

Grape Fruit Juice　‒グレープフルーツジュース‒ ¥450

Ginger Ale　‒ジンジャーエール‒
（Mild or Dry)

¥450

Pineapple Juice　‒パイナップルジュース‒ ¥550

Tomato Juice　‒トマトジュース‒ ¥550

Cranberry Juice　‒クランベリージュース‒ ¥650

Red Bull　‒レッドブル‒ ¥650

※フード持ち込みOK

※ケータリングもできます。

※女子会・各種イベント

　貸切パーティーも承っております。

Jasmine tea　‒ジャスミン茶‒ ¥450

HPNOTIQ GRAPE- ヒプノティックグレープ -
（フルーツリキュール＋グレープフルーツジュース）

¥750

Yogurito Pine‒ヨーグリートパイン‒
（ヨーグルトキュール＋パインジュース）

¥850


