
Aperitif アペリティフ（食前酒）

ベルモット‐Vermouth‐ 　　ALL　￥���

ノイリープラット　Noilly Prat

チンザノドライ　 Cinzano Dry
チンザノロッソ　Cinzano Rosso

ビール‐Beer‐

グロールシュ  プレミアムラガー　Grolsch Premium Lager ……………………………………………… ￥�,���

アサヒドライゼロ（ノンアルコール）　Asahi Dry Zero ／ Non-Alcoholic ………………………………… ￥���

ワインカクテル‐Wine Cocktail‐　　ALL  ￥�,���

キール　 Kir 
ミモザ　Mimosa  

イタリアンソーダ‐Italian Soda‐　　ALL　￥���

ピーチ　 Peach 

グリーンアップル　Green Apple
パッションフルーツ　Passion Fruit

ノンアルコールカクテル‐Non-Alcoholic Cocktail‐ 　　ALL　￥���

シャーリーテンプル　Shirley Temple ココナッツ＆ミルク　Coconut & Milk

※写真はすべてイメージです

グラスワイン‐Glass of Wine‐

スパークリングワイン‐ Sparkling Wine‐
白ワイン‐ White Wine‐
赤ワイン‐ Red Wine‐

※銘柄はバーテンダーにご確認ください

　　ALL　￥���



Shot Drink ショットドリンク

ウィスキー‐Whisky‐

シングルモルトウィスキー‐ Single Malt Whisky‐
　ラガヴーリン �� 年　Lagavulin Aged �� years ……………………………………………………… ￥�,���
　ザ・マッカラン �� 年　The Macallan �� years old …………………………………………………… ￥�,���
　グレンモーレンジィ　Glenmorangie…………………………………………………………………………￥�,���

ブレンデッド スコッチウィスキー‐ Blended Scotch Whisky‐
　バランタイン �� 年　Ballantine’s Aged �� years  …………………………………………………… ￥�,���
　シーバスリーガル �� 年　Chivas Regal Aged �� years  ……………………………………………… ￥�,���

アメリカンウィスキー‐ American Whiskey‐
　エヴァン・ウィリアムス �� 年 　Evan Williams Aged �� years  …………………………………… ￥�,���
　ワイルドターキー � 年　Wild Turkey Aged � years　 …………………………………………………… ￥�,���

アイリッシュウィスキー‐Irish Whiskey‐
　ブラックブッシュ　Black Bush ………………………………………………………………………… ￥�,���
　ジェムソン　Jameson …………………………………………………………………………………… ￥�,���

カナディアンウィスキー‐Canadian Whisky‐
　クラウンローヤル　Crown Royal ……………………………………………………………………… ￥�,���
　カナディアンクラブ　Canadian Club ………………………………………………………………… ￥�,���

ジャパニーズウィスキー‐ Japanese Whisky‐
　ニッカシングルモルト 宮城峡　Nikka Single Malt Miyagikyo ………………………………………… ￥�,���
　ニッカピュアモルト 竹鶴　Nikka Pure Malt Taketsuru　 ……………………………………………… ￥�,���

ブランデー‐Brandy‐

コニャック‐ Cognac‐
　ヘネシー V.S.O.P　Hennessy V.S.O.P ……………………………………………………………………… ￥�,���

カルヴァドス‐Calvados‐ 
　ブラーグランソラージュ　Boulard Grand Solage ………………………………………………………… ￥�,���

スピリッツ‐Spirits‐ ￥��� ～

ジン　Gin 
ウォッカ　Vodka

ラム　Rum 
テキーラ　Tequila

リキュール‐Liqueur‐ 　￥�,��� ～

※種類はバーテンダーにご確認ください



Cocktail カクテル

ジンベース‐Gin Base‐ 　　ALL　￥�,���

ジントニック　Gin and Tonic
オレンジブロッサム　Orange Blossom
ブラックキャット　Black Cat 

ウォッカベース‐Vodka Base‐　　ALL　￥�,���

スクリュードライバー　 Screwdriver
グレイハウンド　Greyhound
シーブリーズ　Sea Breaze

ラムベース‐Rum Base‐ 　　ALL　￥�,���

キューバリバー　Cuba Libre
プエルトリカン ハイボール　Puerto Rican Highball
ジャマイカンオレンジ　Jamaican Orange

テキーラベース‐Tequila Base‐　　ALL　￥�,���

テキーラサンライズ　Tequila Sunrize
チャロネロ　Charro Negro
メキシカンドッグ　Mexican Dog

リキュールベース‐Liqueur Base‐　　ALL　￥�,���

カンパリオレンジ　Campari and Orange
ファジーネーブル　Fuzzy Navel
カシスソーダ　Cassis and Soda
チャイナブルー　China Blue
カルアミルク　Kahlua and Milk

ウィスキーベース‐Whisky Base‐　　￥�,���

ラスティネイル　Rusty Nail
ゴッドファーザー　God Father

※写真はすべてイメージです

ブランデーベース‐Brandy Base‐ 　　￥�,���

ダーティーマザー　Dirty Mother
フレンチ コネクション　French Connection



Food Menu フードメニュー

軽食‐Light Meal‐

オードブル盛り合わせ 　Assorted Hors d'oeuvre Platter  ……………………………………………… ￥�,���
ミックスサンドイッチ コンディメント添え　Mixed Sandwiches with Condiments  ……………… ￥�,���
壺詰め豚のリエット コンディメント添え　Rillettes of Jar-stuffed Pork with Condiments  ……… ￥�,���

おつまみ‐Appetizer‐

イタリア産生ハムとリオナソーセージ ピクルス添え　Prosciutto and Lyonnaise Sausage with Pickles …… ￥�,��� 
完熟レーズン＆チーズ　Ripe Raisins & Cheese　 …………………………………………………………… ￥�,���
チョコレート盛り合わせ　Assorted Chocolate　 ……………………………………………………………… ￥���
燻製ミックスナッツと彩り野菜チップス　Smaked Mixed Nuts & Vegetable Chips　 …………………… ￥���

※写真はすべてイメージです


