
※当店ではお通し代 ＋ テーブルチャージ代として500円頂戴しております。ご了承の程お願いいたします。

プレミアムモルツ 生ビール ¥630（税込）
SUNTORY The PREMIUM MALT’S　Draft Beer

～醸造家の夢～
マスターズドリーム 生ビール ¥730（税込）
SUNTORY MASTER’S DREAM　Draft Beer

プレミアムモルツ 中瓶 ¥880（税込）
SUNTORY The PREMIUM MALT’S　Bottle

オールフリー　 　¥530（税込）
SUNTORY ALL FREE

ビール
Beer

シャンディガフ ¥680（税込）
Shandy Gaff

レッドアイ ¥680（税込）
Red eye

カシスビア ¥680（税込）
Cassis Beer

ビール 
カクテル
Beer Cocktail

翠 ¥600（税込）
SUI The Japanese Craft Gin

クラフト・ジン　“六 ” ¥800（税込）
ROKU The Japanese Craft Gin

クラフト・ウオッカ　“白 ” ¥800（税込）
HAKU The Japanese Craft Vodka

※ ロック／ソーダ／水割り／トニック

スピリッツ
Spirits



ジムビームハイボール ¥550（税込）
Jim Beam

角ハイボール ¥580（税込）
Kaku

メーカーズマーク ¥650（税込）
Maker’s Mark

知多ハイボール ¥700（税込）
The CHITA

碧 Aoハイボール ¥850（税込）
Ao

響 HIBIKI ハイボール ¥850（税込）
HIBIKI

※ コークハイボール、ジンジャーハイボール　各プラス￥60

ハイボール
Highball

※コークハイボール、
　ジンジャーハイボール
　各プラス￥60

ウィスキー
（グラス）
Whisky
（On the rock or soda）

シーバスリーガル12 年
Chivas Regal 12years

¥650（税込）

グレンフィディック12 年
Glenfiddich 12years

¥700（税込）

カティサーク
Cutty Sark

¥750（税込）

ラフロイグ10 年
Laphroaig 10years

¥850（税込）

ザ マッカラン12 年
The Macallan 12years

¥950（税込）

バランタイン17 年
Ballantine 17years

¥950（税込）

アードベック10 年
Ardbeg 10years

¥1,200（税込）

グレンモーレンジィ
Glenmorangie

¥1,200（税込）

ジョニーウォーカー ブルーラベル
Johnnie Walker Blue Label

¥1,500（税込）

ベンロマック10 年
Benromach 10years

¥1,500（税込）

スコッチScotch



※当店ではお通し代 ＋ テーブルチャージ代として500円頂戴しております。ご了承の程お願いいたします。

カナディアン･クラブ
Canadian Club

¥600（税込）

クラウン･ローヤル
Crown Royal

¥650（税込）

カナディアンCanadian

ジョージアムーンコーンウイスキー
Georgia Moon Corn Whiskey

¥1,500（税込）

※無色透明なウイスキーです。

アムルット
AMRUT

¥1,500（税込）

※インドで作られたシングルモルトです。

アナザーAnother

フォアローゼス
Four Rose’s

¥600（税込）

メーカーズマーク
Maker’s Mark

¥650（税込）

ジャックダニエル
Jack Daniel’s

¥650（税込）

I.W. ハーパー
I.W.Harper

¥650（税込）

ブラントン
Blanton

¥950（税込）

［バーボン Bourbon］ ［ライ Rye］

オールド･オーヴァーホルト
Old Overholt

¥650（税込）

ワイルドターキー8年
Wild Turkey 8years

¥700（税込）

コーヴァル
Koval

¥1,500（税込）

アメリカンAmerican

ウィスキー
（グラス）
Whisky
（On the rock or soda）

カネマラ
Connemara

¥700（税込）

タラモア･デュー
Tullamore Dew

¥650（税込）

アイリッシュIrish



㐂六（芋） ¥630（税込）
Kiroku（Sweet Potato Shochu）

三岳（芋） ¥630（税込）
Mitake（Sweet Potato Shochu）

赤江（芋） ¥630（税込）
Akae（Sweet Potato Shochu）

八幡（芋） ¥630（税込）
Hachiman（Sweet Potato Shochu）

富乃宝山（芋） ¥680（税込）
Tomino Houzan（Sweet Potato Shochu）

黒瀬安光（芋） ¥980（税込）
Kurose Yasumitsu（Sweet Potato Shochu）

※ ストレートかロックで！

宝山モヒート（芋） ¥680（税込）
Houzan Mojito（Sweet Potato Shochu）

※ ミントを芋焼酎もろみに仕込み蒸留したお酒。

宝山ペリーラ（芋） ¥680（税込）
Houzan Perilla（Sweet Potato Shochu）

※赤紫蘇の香りのするお酒。

中々（麦） ¥630（税込）
Nakanaka（Barley shochu）

兼八（麦） ¥680（税込）
Kanehachi（Barley shochu）

百年の孤独（麦） ¥980（税込）
Hyakunen no Kodoku（Barley shochu）

よろしく千萬あるべし（米） ¥630（税込）
Yorosiku Sen man aru besi （Rice Shochu）

龍宮（黒糖） ¥630（税込）
Ryugu（Brown Sugar Shochu）

残波（泡盛） ¥630（税込）
Zanpa（Awamori）

焼酎
Shochu clean liquor



※当店ではお通し代 ＋ テーブルチャージ代として500円頂戴しております。ご了承の程お願いいたします。

凍結レモンサワー(レモン1個分 ) ¥580（税込）
Lemon sour

緑茶ハイ ¥580（税込）
Shochu and green tea

ウーロンハイ ¥580（税込）
Shochu and oolong tea

ジャスミンハイ ¥580（税込）
Shochu and jasmine tea

グレープフルーツサワー ¥580（税込）
Grape furuit sour

凍結レモンの翠ジンソーダ ¥630（税込）
SUI （Lemon sour）

大分かぼすサワー ¥630（税込）
Citrus sphaerocarpa sour

梅干しサワー ¥630（税込）
Pickled plum sour

濃厚抹茶ハイ ¥630（税込）
Shochu and green tea

でですけハイ ¥630（税込）
Shochu and green tea and grape fruit juice cooktail
“DEDESUKE-HI” 

サワー
Sour

ジン、ウオッカ、テキーラ、ラム、カシス、
カンパリ、ピーチ、ライチ ALL ¥600（税込）
gin, vodka, tequila, rum, cassis, Campari, peach, lychee

※ ソーダ／コーラ／ジンジャーエール／トニック／
　 ウーロン茶／オレンジジュース／グレープフルーツジュース
 soda, coke, ginger ale, tonic water, 
oolong tea, orange juice, grape fryit juice

テキーラ・ショット ¥1,000（税込）
Tequila shot

カクテル
Cocktail



梅酒～山崎樽熟成～ ¥580（税込）
Plum liquor

杏酒 ¥580（税込）
Apricot liquor

白ワイン梅酒 ¥680（税込）
White wine plum wine

※ ロック／ソーダ／水割り

果実酒
Fruit Liquor

（On the rock 
  or white Soda）

ウーロン茶 ¥450（税込）
Oolong tea

ジャスミン茶 ¥450（税込）
Jasmine tea

緑　茶 ¥450（税込）
Green tea

深煎り緑茶 ¥450（税込）
Green tea

オレンジジュース ¥450（税込）
Orange juice

グレープフルーツジュース ¥450（税込）
Grape fruit juice

コーラ ¥450（税込）
Coke

ジンジャエール ¥450（税込）
Ginger ale

トマトジュース ¥550（税込）
Tomato juice

ペリエ ¥550（税込）
Perrie

ソフトドリンク
Soft drinks


