
Beer

生ビール Ｄｒａｆｔ　Ｂｅｅｒ ¥550
瓶ビール(中） Bottle Beer ¥770

スコッチウィスキー Scotch Whisky

カティーサーク Ｃｕｔｔｙ　Ｓａｒｋ ¥660
グランツ Ｇｒａｎｔ'ｓ ¥660
シーバスリーガル１２年 Ｃｈｉｖａｓ　Ｒｅｇａｌ　１２ｙｅａｒ ¥770
グレンフィデック Ｇｌｅｎｆｉｄｄｃｈ ¥880
ジョニーウォーカー１２年 Ｊｏｈｎｉｅ　Ｗａｌｋｅｒ　１２ｙｅａｒ ¥880
ザ・グレンリヴェット１２年 Ｔｈｅ　Ｇｌｅｎｌｉｖｅｔ　１２ｙｅａｒ ¥880
バランタイン１２年 Ｂａｌｌａｎｔｉｎｅ　１２ｙｅａｒ ¥990
バランタイン１７年 Ｂａｌｌａｎｔｉｎｅ　１７ｙｅａｒ ¥1,430
オールドパー１２年 Ｏｌｄ　Ｐａｒｒ　１２ｙｅａｒ ¥1,100

ビール 　　  価格（税込）

１７：００～22：00
(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 20：30)



Bourbon Whisky

アーリータイムズ Ｅａｒｌｙ　Ｔｉｍｅｓ ¥660
Ｉ・Wハーパー Ｉ・Ｗ　Ｈａｒｐａｒ ¥660
フォアローゼス Ｆｏｕｒ　Ｒｏｓｅｓ　Ｆｉｎｅ　Ｏｌｄ ¥770
メーカーズマーク Ｍａｋｅｒ'ｓ　Ｍａｒｋ ¥770
ワイルドターキー８年 Ｗｉｌｄ　Ｔｕｒｋｅｙ８ｙｅａｒ ¥770
オールドグランダット Ｏｌｄ　Ｇｒａｎｄ　Ｄａｄ ¥990

Other Whisky

ジャックダニエル Ｊａｃｋ　Ｄａｎｉｅｌ ¥770
カナディアンクラブ Ｃａｎａｄｉａｎ　Ｃｌｕｂ ¥660
サントリーリザーブ Ｓｕｎｔｏｒｙ　Ｒｅｓｅｒｖｅ ¥660
サントリーローヤル Ｓｕｎｔｏｒｙ　Ｒｏｙａｌ ¥660

サントリー　ＸＯ Ｓｕｎｔｏｒｙ　ＸＯ ¥880
マリアック　ナポレオン Ｊ　Ｄｅ　Ｍａｌｌｉａｃ　Napoleon ¥880
カルヴァトス ブラー Ｃａｌｖａｄｏｓ Ｂｏｕｌｌａｎｄ ¥990
カミュ　V ・S ・O ・P  Ｃａｍｕｓ　ＶＳＯＰ ¥990
カミュ　ナポレオン Ｃａｍｕｅ　Ｎａｐｏｌｅｏｎ ¥1,430
レミーマルタン　スペリョール Ｒｅｍｙ　Ｍａｒｔｉｎ　Ｓｕｐｅｒｉｒｕｒ ¥1,430
マーテル　コルトンブルー MARTELL Cordon Bleu ¥1,540

バーボンウィスキー 価格（税込）

その他のウィスキー

ブランデー Brandy



ゴードン Ｇｏｒｄｏｎ ¥770
タンカレー Tanqueray ¥880
スミノフ４０ Ｓｍｉｒｎｏｆｆ ４０ ¥770
ズブロッカ Ｚｕｂｒｏｗｋａ ¥770
バカルディ　ホワイト Ｂａｃａｒｄｉ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｒｙ ¥770
バカルディ　ゴールド Ｂａｃａｒｄｉ　Ｇｏｌｄ ¥770
エラドゥーラ Ｈｅｒｒａｄｏｒａ ¥770

カンパリ Ｃａｍｐａｒｉ ¥770
カルーア Ｋａｈｌｕａ ¥770
コアントロー Ｃｏｉｎｔｒｅａｕ ¥880
グランマニエ Ｇｒａｎｄ　Ｍａｒｎｉｅｒ ¥880

チンザノ　ドライ Ｃｉｎｚａｎｏ　Ｄｒｙ ¥770
チンザノ　ロッソ Ｃｉｎｚａｎｏ　Ｒｏｓｓｏ ¥770
ノイリープラ Ｎｏｉｌｌｙ　Ｐｌａｔ ¥770
ティオペペ Ｔｉｏ　Ｐｅｐｅ ¥760

リキュール Liqueur

その他 Others

スピリッツ Spirit 価格（税込）



　ウィスキーサワー Ｗｈｉｓｋｙ　Ｓｏｕｒ

(ﾚﾓﾝ)

　ニューヨーク Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ

(ﾗｲﾑ)

　ハンター Ｈｕｎｔｅｒ

(ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ)

　ホールインワン Ｈｏｌｅ　ｉｎ　Ｏｎｅ

（ﾄﾞﾗｲﾍﾞﾙﾓｯﾄ･ﾚﾓﾝ･ｵﾚﾝｼﾞ)

　アレキサンダー Ａｌｅｘａｎｄｅｒ

(ｶｶｵ･生ｸﾘｰﾑ)

　サイドカー Ｓｉｄｅ　ｃａｒ

(ﾎﾜｲﾄｷｭﾗｿｰ･ﾚﾓﾝ)

　ビトウィーンザシーツ Ｂｉｔｗｅｅｎ　ｔｈｅ　ｓｅｅｔｓ

(ﾎﾜｲﾄﾗﾑ･ﾎﾜｲﾄｷｭﾗｿｰ･ﾚﾓﾝ)

　ブランデーサワー Ｂｒａｎｄｙ　Ｓｏｕｒ

(ﾚﾓﾝ)

　チェリーブロッサム Ｃｈｅｒｒｙ　Ｂｌｏｓｓｏｍ

(ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ･ｵﾚﾝｼﾞｷｭﾗｿｰ･ﾚﾓﾝ)

　オリンピック Ｏｌｙｍｐｉｃ

(ｵﾚﾝｼﾞｷｭﾗｿｰ･ｵﾚﾝｼﾞ)

カクテル all         
≪ウィスキーベース≫ Ｗｈｉｓｋｙ　Ｂａｓｅ

≪ブランデーベース≫ Ｂｒａｎｄｙ　ｂａｓｅ

Cockｔail



　マティーニ Ｍａｒｔｉｎｉ

(ﾄﾞﾗｲﾍﾞﾙﾓｯﾄ)

　ジンフィズ Ｇｉｎ　Ｆｉｚｚ

(ﾚﾓﾝ･ｿｰﾀﾞ)

　ホワイトレディー Ｗｈｉｔｅｌａｄｙ

(ﾎﾜｲﾄｷｭﾗｿｰ･ﾚﾓﾝ)

　ギムレット Ｇｉｍｌｅｔ

(ﾗｲﾑ)

　ジンリッキー Gin Rickey

(ﾗｲﾑ･ｿｰﾀﾞ)

　オレンジブロッサム Ｏｒａｎｇｅ　Ｂｌｏｓｓｏｍ

(ｵﾚﾝｼﾞ)

　パラダイス Ｐａｌａｄｉｓｅ

(ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ･ｵﾚﾝｼﾞ)

　ソルティードック Ｓａｌｔｙ　Ｄｏｇ

(ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ)

　スクリュードライバー Ｓｃｒｅｗ　Ｄｒｉｖｅｒ

(ｵﾚﾝｼﾞ)

　モスコミュール Ｍｏｓｃｏｗｍｕｌｅ

(ﾗｲﾑ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ)

　ブラッディーメアリー Ｂｌｏｏｄｙ　Ｍａｒｙ

(ﾄﾏﾄ)

　雪国 Ｙｕｋｉｇｕｎｉ

(ﾎﾜｲﾄｷｭﾗｿｰ･ﾗｲﾑ)

　バラライカ Ｂａｌａｌａｉｋａ

(ﾎﾜｲﾄｷｭﾗｿｰ･ﾚﾓﾝ)

　ブルーラグーン Ｂｌｕｅ　Ｌａｇｏｏｎ

(ﾌﾞﾙｰｷｭﾗｿｰ･ﾚﾓﾝ)

　キッス オブ ファイヤー Ｋｉｓｓ　ｏｆ　Ｆｉｒｅ

(ﾄﾞﾗｲﾍﾞﾙﾓｯﾄ･ｽﾛｰｼﾞﾝ)

《ジンベース》 　　Ｇｉｎ　ｂａｓｅ

　トムコリンズ Tom Collins

（ﾚﾓﾝ･ｿｰﾀﾞ）

  ≪ウォッカベース≫ Ｖｏｄｋａ　ｂａｓｅ



　マルガリータ Ｍａｒｇａｒｉｔａ

(ﾎﾜｲﾄｷｭﾗｿｰ･ﾚﾓﾝ)

　テキーラサンライズ Ｔｅｑｕｉｌａ　Ｓｕｎｌｉｓｅ

(ｵﾚﾝｼﾞ･ｸﾞﾚﾅﾃﾞﾝ)

　ストローハット Ｓｔｒａｗ　Ｈａｔ

(ﾄﾏﾄ)

　アイスブレーカー Ｉｃｅ　ｂｒｅａｋｅｒ

（ﾎﾜｲﾄｷｭﾗｿｰ･ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ･ｸﾞﾚﾅﾃﾞﾝ)

　ブルートリップ Ｂｌｕｅ　Ｔｒｉｐ

(ﾌﾞﾙｷｭﾗｿｰ･ﾚﾓﾝ)

　マタドール Matador

（ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ･ﾗｲﾑ)

　ダイキリ Ｄａｉｑｕｉｒｉ

(ﾚﾓﾝ)

　バカルディーカクテル Ｂａｃａｒｄｉ　Ｃｏｃｋｔａｉｌ

(ﾗｲﾑ･ｸﾞﾚﾅﾃﾞﾝ)

　エックスワイジー Ｘ ・Ｙ ･ Ｚ

(ﾎﾜｲﾄｷｭﾗｿｰ･ﾚﾓﾝ)

　スカイダイビング Ｓｋｙ　Ｄｉｖｉｎｇ

(ﾌﾞﾙｰｷｭﾗｿｰ･ﾗｲﾑ)

　キューバリバー Ｃｕｂａ　Ｌｉｂｒｅ

(ﾗｲﾑ･ｺｰﾗ)

　ボストンクーラー Ｂｏｓｔｏｎ　Ｃｏｏｌｅｒ

(ﾚﾓﾝ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ)

　スウィートメモリーズ Ｓｗｅｅｔ　Ｍｅｍｏｒｉｅｓ

(ｵﾚﾝｼﾞｷｭﾗｿｰ･ﾄﾞﾗｲﾍﾞﾙﾓｯﾄ)

　ブルーハワイ Blue Hawaii

(ﾌﾞﾙｰｷｭﾗｿｰ･ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ･ﾚﾓﾝ)

  ≪テキーラベース≫ Ｔｅｑｕｉｌａ　ｂａｓｅ

　 メキシカン Mexican

（ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ･ｸﾞﾚﾅﾃﾞﾝ）

   ≪ラムベース≫ Ｒｕｍ　ｂａｓｅ



　カルーアミルク Ｋａｈｌｕａ＆Ｍｉｌｋ

（ｶﾙｰｱ･牛乳)

　スプモーニ Ｓｐｕｍｏｎｉ

（ｶﾝﾊﾟﾘ･ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ･ﾄﾆｯｸ)

　バレンシア Ｖａｌｅｎｃｉａ

(ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ･ｵﾚﾝｼﾞ)

　アプリコットカクテル Ａｐｒｉｃｏｔ　Ｃｏｃｋｔａｉｌ

（ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ･ﾚﾓﾝ･ｵﾚﾝｼﾞ)

　ファジーネイブル Ｆｕｚｚｙ　Ｎａｂｌｅ

(ﾋﾟｰﾁﾘｷｭｰﾙ･ｵﾚﾝｼﾞ)

 レゲエパンチ Reggae Punch

(ﾋﾟｰﾁﾘｷｭｰﾙ･ｳｰﾛﾝ)

　チャイナブルー Ｃｈｉｎａ　Ｂｌｕｅ

（ﾃﾞｨﾀ･ﾌﾞﾙｰｷｭﾗｿｰ･ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ･ﾄﾆｯｸ)

　カシスカクテル Ｃａｓｓｉｓ　Ｃｏｃｋｔａｉｌ

（ｵﾚﾝｼﾞor ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ or ｿｰﾀﾞor ｳｰﾛﾝ）

　エンジェル Angel
(ｺｱﾝﾄﾛｰ･ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ･ｸﾞﾚﾅﾃﾞﾝ･ｼｬﾝﾊﾟﾝ)

　キール Ｋｉｒ

(白ﾜｲﾝ･ｶｼｽ)

　スピリッツァー Ｓｐｒｉｔｚｅｒ

(白ﾜｲﾝ･ｿｰﾀﾞ)

　レッドアイ Ｒｅｄ　Ｅｙｅ

(生ﾋﾞｰﾙ･ﾄﾏﾄ)

　シャンディーガフ Ｓｈａｎｄｙ　Ｇａｆｆ

(生ﾋﾞｰﾙ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ)

     Ａｎｏｔｈｅｒ

（ｼｬﾝﾊﾟﾝ･ｵﾚﾝｼﾞ）

  ≪ﾘｷｭｰﾙﾍﾞｰｽ≫ Ｌｉｑｕｅｕｒ　ｂａｃｅ

  ≪その他≫

　ミモザ Mimosa



　シンデレラ Ｃｉｎｄｅｒｅｌｌａ

（ｵﾚﾝｼﾞ･ﾚﾓﾝ･ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ)

　バージンブリーズ Ｖｉｒｇｉｎ　Ｂｒｅｅｚｅ

(ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰ･ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ)

　シャーリーテンプル Ｓｈｉｒｌｅｙ　Ｔｅｍｐｌｅ

（ﾚﾓﾝ･ｸﾞﾚﾅﾃﾞﾝ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ)

　サラトガクーラー Ｓａｒａｔｏｇａ　Ｃｏｏｌｅｒ

(ﾗｲﾑ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ)

≪ﾉﾝｱﾙｺｰﾙﾋﾞｰﾙ≫

SAPPORO PREMIUM ¥550
KIRIN FREE ¥550

 ≪ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ≫

コーヒー (Ice or Hot) 　Coffee ¥440

紅茶(Ice or Hot) 　Tea ¥440

オレンジジュース 　Orange Juice ¥440

アップルジュース   Apple Juice ¥440

コーラ 　Coke ¥440

ジンジャーエール 　Ginger Ale ¥440

トマトジュース 　Tomato Juice ¥440

¥440

ウーロン茶 　Oolong Tea ¥440

 ≪ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ≫

日本の天然水 　Natural Mineral Water ¥330

   Mineral-Water

   Non-Alcohlic Beer

サッポロプレミアム

キリンフリー

   Soft-Drink

パイナップルジュース   Pineapple Juice

 ≪ﾉﾝｱﾙｺｰﾙｶｸﾃﾙ≫ Ｎｏｎ－Ａｌｃｏｈｌｉｃ


