
drink menu



＊価格は税込表示となります

beer

ハートランドビール 〈生〉 regular /680
HEARTLAND Beer < draft > small /500

ハートランドビール 〈小瓶〉  730
HEARTLAND Beer < small bottle >

ハートランドビール 〈中瓶〉  850
HEARTLAND Beer < bottle >

ギネス 〈生〉 680
Guinness < draft >

ハイネケン 850
Heineken

キリン零ICHI 〈ノンアルコール〉  630
KIRIN ZERO ICHI <non-alcoholic>

beer cocktail

シャンディーガフ 750
Shandy Gaff
［ビール＋ジンジャーエール］

マンゴービア 750
Mango Beer
［ビール＋マンゴージュース］

craft beer

ヨンキューロク 250ml /680
496
エールのような豊潤さと
ラガーのようなキレ、
IPAのように濃密なホップ感。
究極のバランスを追求した、新次元のビール。

ジャズベリー 250ml /680
JAZZBERRY
ラズベリーが奏でるハーモニー。
爽やかな飲み口と、華やかなルビー色が
特長。自由な発想と遊び心、
技術によって生まれたフルーツビールタイプ。

highball

ハイボール red label /650
Highball black label /750

ジンジャーハイボール red label /700
Ginger Highball black label /800

コークハイボール red label /700
Coke Highball black label /800

ハイボールはジョニーウォーカーの“レッドラベル”
または“ブラックラベル”のいずれかをお選びできます

クラフトビールをドラフトでお楽しみいただけます。
小規模だからこそ冒険できる、
個性豊かな味わいをぜひご賞味ください。

＊その他、メニュー記載のお好きなウイスキーでも
　おつくりいたします。



＊価格は税込表示となります

アウローラ 700
Aurora
［マンゴーソース＋クランベリージュース＋
  トニックウォーター＋レモンスライス
 

ブルーヌーン 700
Blue Noon
［エルダーフラワーシロップ＋トニックウォーター＋
  グレープフルーツジュース＋ブルーキュラソー＋
  カットレモン］
 

ピンクレモネード 700
Pink Lemonade
［ピンクグレープフルーツシロップ＋
  トニックウォーター＋レモン］

original
cocktail

キャンディー 800
Candy
［フランボワーズ＋クランベリージュース＋
  レモネード＋ソーダ］
甘酸っぱいキャンディーを
ソーダで爽やかに弾けさせた
飲みやすいオールデイなカクテル。
 

ヒステリック ベイビー 800
Hysteric Baby
［Dryジンジャーエール＋ピーチ＋
  フランボワーズ］
Dryジンジャーのパンチを生かしながら
フルーティな甘みを感じさせる
sweet&dryなカクテルです。
 

ルールブルー 850
L'heure Bleue
［テキーラ＋モナンエルダーフラワー＋
  ブルーキュラソー＋トニックウォーター］
日が暮れ、夜が未だ深まる前。
そのひと時は、光のある世界の中で、
自分自身を見つける事のできる時間。

homemade syrup cocktail

レモネードハイボール 750
Lemonade Highball
［ウイスキー＋自家製レモンシロップ＋ソーダ］

パナシェ 750
Panache
［ハートランドビール＋自家製レモンシロップ＋ソーダ］

original
no-alcoholic cocktail

モノクロームでしか味わえないオリジナルカクテル。
どれもスタッフ一押しの味です。

アルコールが苦手でも安心して楽しめる
オリジナルノンアルコールカクテル。

自家製レモンシロップを使ったカクテル

ドライモスコミュール 750
Dry Moscow Mule
［ウォッカ＋Dryジンジャーエール＋カットライム］

ドライジンジャーハイボール 750
Dry Ginger Highball
［ジョニーウォーカーレッドラベル＋Dryジンジャーエール］

自家製Dryジンジャーエールを使ったカクテル



＊価格は税込表示となります

wine by the glass

| sparkling wine |

Santero Black Brut glass / 650
サンテロ ブラックブリュット［オーストラリア］ ー辛口ー bottle / 3800
泡立ちは力強く、スッキリとしたニュートラルな味わい。

| white wine |

Citra Bianco glass / 650
チートラ ビアンコ ［イタリア］ ー辛口ー carafe / 2000 

bottle / 3000

| red wine |

Citra Rosso glass / 650
チートラ ロッソ ［イタリア］ ーミディアムボディー carafe / 2000 

bottle / 3000心地よくフルーティな香り。ビロードのようになめらかな味わい。

wine cocktail

まるでサングリアビアンカ 650
Like Sangria Bianca
［白ワイン＋ピーチ＋オレンジジュース＋オレンジスライス］

カンパリ スプリッツァー 700
Campari Spritzer
［白ワイン＋カンパリ＋ソーダ］
 

ポワール 750
Poir
［ラフランスジュース＋スパークリングワイン］

キールロワイヤル 800
Kir Royale
［カシス＋スパークリングワイン］

まるでサングリア 650
Like Sangria
［赤ワイン＋ピーチ＋オレンジジュース＋オレンジスライス］
 

シャ・ノワール 700
Chat Noir
［赤ワイン＋カシス＋ソーダ］

ピーチ スパークル 800
Peach Sparkle
［スパークリングワイン＋ピーチ＋オレンジジュース＋
  グレナデンシロップ］

アメリカンレモネード 800
American lemonade
［自家製レモネード＋赤ワイン］

＊その他のおすすめグラスワインは別紙リコメンドメニューに記載しております。



＊価格は税込表示となります

sparkling wine

Santero Black Brut bottle / 3800
サンテロ ブラックブリュット ［イタリア/ピエモンテ］ ーグレーラ・シャルドネ・ピノビアンコー

泡立ちは力強く、スッキリとしたニュートラルな味わい。

Chandon Brut bottle / 6000
シャンドン・ブリュット［オーストラリア］ ーピノネロ・シャルドネー 
上質にして繊細な味わいの正統派スパークリングワイン。

Inazio Urruzola Juanita Brut Nature bottle / 6500
イナシオウルソラ フアニタ ブリュット・ナチュール ［スペイン/バスク］ ーオンダラビスリー

最上区画の単一畑［フアニタ］の葡萄のみを使い、シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で造られるチャコリの泡。
合計21ヵ月間にも及ぶ長期熟成の奥深さ。ノンドサージュによる凛としたシルエット。魅力たっぷりの1本です。

champagne

Moët & Chandon bottle /11000
モエ・エ・シャンドン ［フランス］ ー辛口ー 
1743年の創業以来、成功とエレガントの象徴として愛され続けてきた「モエ・エ・シャンドン」。

Moët & Chandon Rose bottle /13000
モエ・エ・シャンドン ロゼ ［フランス］ ー辛口ー

華やいだ輝きで愛され続けてきたロゼ。
ピノ・ノワール由来の赤い果実の風味を持つ表現豊かな味わい

Rose wine

Casa Primicia ROSADO bottle /4500
カサ プリミシア ロサド ［スペイン/バスク］ ーガルナッチャー 
スペインで最も美しい街バスク・リオハの古都ラガーディア村で15世紀から続く最古のワイナリー。
イチゴとラズベリーやバラの花のフローラルな香り。イチゴのドロップを想わせるチャーミングな表情。

Inazio Urruzola Txakoli Rosado bottle /5800
イナシオウルソラ チャコリ ロサド ［スペイン/バスク］ ーオンダラビスリ・オンダラビベルツァー

美食の街バスクの伝統的なワイン、チャコリのロゼ。フレッシュでピュアな苺や白い花の鮮烈なアロマが
クリスピーなミネラル感を際立たせ、しっかりとした酸が柔らかい質感と高いレベルでバランスした上品な印象。



＊価格は税込表示となります

white wine

Lamura Organic Bianco  bottle / 3900
ラムーラオーガニックビアンコ［イタリア/シチリア］ カタラット

シチリア・オーガニックワインの代名詞［ラムーラ］柑橘を感じる果実味、スッキリとした飲み口。

Domaine De Gras Estate Chardonnay   bottle / 4200
ドメーヌデ グラスエステートシャルドネ ［チリ］ シャルドネ

チリでありながら、フランスに負けず劣らぬ実力を誇るワイナリー。
冷涼な気候が生み出すエレガントでミネラリーな味わい。

Santadi Sulki Bianco bottle / 4500
サンターディスルキビアンコ ［イタリア/サルデーニャ］ ヴェルメンティーノ 
海風と石灰質土壌という、この土地のテロワールの魅力が存分に楽しめるサルデーニャワイン。
ミネラルを感じるフルーティーな味わいで幅広いお料理と合わせて頂けます。

Inazio Urruzola Txakoli Blanco bottle / 5400
イナシオウルソラ チャコリ ［スペイン/バスク］オンダラビスリ  
柑橘や白い花、熟した果実のアロマにキレの良い酸味とミネラルの一体感。
美食の街［バスク］のチャコリを現地の文化とご一緒に。

Marqués de Vizhoja bottle / 5800
マルケス・デ・ビソハ ［スペイン/ガリシア］ アルバリーニョ

海のワインアルバリーニョ。キレの良いミネラルとエレガントな果実味。
様々なお料理のお供に添えてお楽しみください。

Cantina Lavis Classic Gewurztraminer  bottle / 6300
ラヴィスクラシック ゲヴェルツトラミネール  ［イタリア/トレンティーノ］ゲヴェルツトラミネール 
アルプス山脈の麓で育つ葡萄は酸とミネラルが高く、エレガントな味わいを生み出す。
れでいて残糖感は無く、辛口でシャープな飲み口。

Pasión de Moscatel bottle / 6300
パシオン・デ・モスカテル ［スペイン/バレンシア］ モスカテル

マスカットやライチのような芳醇な香りから始まり、白桃やアプリコットなどのフルーティーな
アロマがリラックスへと誘う。アロマティックでありながらスッキリとした辛口の白。

Langenlonsheimer Konigsschild Trocken Qualiteaswein  bottle / 6800
ケーニヒスシルドトロッケン［ドイツ］リースリング

石灰質土壌が生み出すオイリーな味わい。慎ましい自然の花のようなブーケ。
まろやかで繊細なスタイルは飲めば魅了されます。



＊価格は税込表示となります

red wine

Chianti DOCG San Martino Trambusti bottle /3900
ラムーラオーガニックロッソ ［イタリア/シチリア］ ネロ・ダーヴォラ 

シチリア・オーガニックワインの代名詞［ラムーラ］赤い果実のみずみずしい果実味。

La Croisade Reserve Cabernet-Syrah bottle /4500
ドメーヌペイリエールペイドックピノノワールデザールヌー ［フランス/ラングドック］ ピノ・ノワール

NAKED.incとのコラボレーション。エチケットのQRコードを読み取って世界にタンポポを飛ばし平和の祈りを繋ぎましょう。

Torrederos Roble bottle /4500
ガト・ポエタ　［スペイン/ガリシア］ テンプラニーリョ

明るいルビーレッド。赤いフレッシュベリーのアロマの中にほのかに感じるオークのニュアンス。
軽快な口当たりで果実味溢れる活き活きとした味わい。

Casillero del Diablo Devil’s collection Red bottle /5400
ディットセリュールカビロール ［スペイン/カタルーニャ］ ーガルナッチャー

若木のガルナッチャ100%！熟した黒い果実を連想する上品でジャミーな果実味。
赤身のお肉料理や煮込み料理との相性抜群です。

TERRAME　Primitivo I.G.T bottle /5900
ラスエルマーナス　モナストレル・シラー ［スペイン/ムルシア］ ーモナストレル・シラーー

ブラックベリーのコンポートを思わせる奥深い黒系果実の香りに、ほのかにブラックペッパーやナツメグなどの
スパイス感を感じる。ほど良い酸味とタンニンのバランスが素晴らしいエキゾチックな1本。

CABIROL bottle /6200
フィンカ・アンティグア カベルネ・ソーヴィニヨン クリアンサ ［スペイン/ラマンチャ］ ーカベルネソーヴィニヨンー

カベルネソーヴィニヨンらしくほのかにハーブやインキーなニュアンス。
豊かな果実味とアメリカンオークの熟成の奥深さを感じる。

Tonon Cabernet Sauvignon bottle /6500
カルチナイア キァンティ・クラシコ ［イタリア/トスカーナ］ ーサンジョベーゼ・メルローー 

フレッシュな赤いベリーの果実味。心地よい酸味とタンニン。
それでいて奥深い。長年の信頼。

Albert Bichot Cotes du Rhone Rouge bottle /6800
ドメーヌデュグランクレスコルビエールアダージョルージュ ［フランス/ラングドック］ ーシラー・グルナッシュ・サンソー

＂南仏のロマネ・コンティ”あのＤＲＣで栽培責任者を務めていた［栽培のエリート］が贈る自慢の1本。
味わいは濃厚でいて、滑らかな酸とタンニン。ベルベッティな質感で上品な味わい。



standard cocktail

ジントニック 700
Gin Tonic
［ジン＋トニック＋ライム］

ジンバック 700
Gin Back
［ジン＋ジンジャーエール＋レモン］

モスコミュール 700
Moscow Mule
［ウォッカ＋ジンジャーエール＋ライム］

スクリュードライバー 700
Screw Driver
［ウォッカ＋オレンジジュース］

キューバリブレ 700
Cuba Libre
［ラム＋コーラ＋ライム］

アプリコットバック 700
Apricot Back
［アプリコット＋ジンジャエール＋レモン］

スプモーニ 700
Spumoni
［カンパリ＋グレープフルーツジュース＋トニックウォーター］

チャイナブルー 700
China Blue 
［ライチ＋ブルーキュラソー＋
  グレープフルーツジュース＋トニックウォーター］

ダージリンクーラー 700
Darjeeling Cooler
［ティフィン＋フランボワーズ＋レモンジュース＋
  ジンジャーエール］

liqueur

カンパリ  ［香草etc.］
Campari

カシス  ［黒すぐり］
Cassis

フランボワーズ  ［木苺］
Framboise

ピーチツリー  ［白桃］
Peachtree

パッソア  ［パッションフルーツ］
Passa

マンゴヤン  ［マンゴー］
Mangoyan

サザンカンフォート  ［フルーツフレーバー］
SouthernComfort
 

ディタ  ［ライチ］
Dita

ヨギ ［ヨーグルト］
Yogi 

マリブ  ［ココナッツ］
Malibu

ティフィン  ［紅茶］
Tiffin

ゴディバ  ［チョコレート］
Godiva
 etc... 

＊価格は税込表示となります

お好みのスタイルでMIX UPします。  
お気軽にお申し付けください。

＋ MIX UP

700~

オレンジジュース
グレープフルーツ
マンゴージュース
クランベリージュース

コカ・コーラ
ジンジャーエール
トニックウォーター

etc... 



＊価格は税込表示となります

whisky

| scotch / blended |

ジョニーウォーカー・レッドラベル  s / 650
Johnnie Walker Red Label w /1150

ジョニーウォーカー・ブラックラベル  s / 750
Johnnie Walker Black Label w / 1250

シーバスリーガル 12年  s / 830
Chivas Regal Aged 12years w / 1330

バランタイン 12年  s / 830
Ballantines Aged 12years w / 1330

ホワイトホース 12年 s / 830
White Horse Aged 12years w / 1330

| scotch / single |

ザ・グレンリベット 12年  s / 830
The Glenlivet Aged 12years w / 1330

グレンフィディック 12年  s / 830
Glenfiddich 12years w / 1330

グレンモーレンジ 10年  s / 830
Glenmorangie Aged 10years w / 1330

ラフロイグ 10年  s / 830
Laphroaig Aged 10years w / 1330

ボウモア 12年 s / 830
Bowmore Aged 12years w / 1330

umeshu & shochu

天の刻印 ［麦焼酎］  680
Ten no Kokuin

㐂六 ［芋焼酎］ 680
Kiroku

フランス産梅酒（プルシア）  700
Prucia

| american |

ジャックダニエル s / 730
Jack Daniel’s w / 1230

フォアローゼス  s / 730
Four Roses w / 1230

アーリータイムズ  s / 730
Early Times w / 1230

ワイルドターキー  s / 730
Wild Turkey w / 1230

I.W.ハーパー  s / 730
I.W. Harper w / 1230

メーカーズマーク レッドトップ  s / 830
Maker's Mark Red Top w / 1330



＊価格は税込表示となります

コーヒー ［HOT/ICED］ 380
Coffee 

カフェラテ ［HOT/ICED］ 500
Cafe Latte

キャラメルラテ ［HOT/ICED］ 600
Caramel Latte

ロイヤルミルクティー ［HOT/ICED］ 500
Royel Milk Tea

アールグレイ ［HOT/ICED］ 480
Earl Grey

ダージリン ［HOT］ 480
Darjeeling

ローズヒップ ［HOT］ 480
Rose Hips

オレンジフラワー ［HOT］ 480
Orange Flower

cafe

長野県産りんごジュース 500
NAGANO Local Apple Juice 

山形県産ラ・フランスジュース 500
YAMAGATA Local La France Pear Juice 

自家製レモネード ［HOT/ICED］ 500
Housemade Lemonade

自家製レモンスカッシュ 500
Housemade Lemon Squash 

自家製Dryジンジャエール 500
Housemade Dry Ginger Ale

オレンジジュース 380
Orange Juice

グレープフルーツジュース 380
Grapefruit Juice

コカ・コーラ 380
Coca-Cola 

ジンジャエール 380
Ginger Ale

ウーロン茶 380
Oolong Tea

soft drink

original cafe drink

レモネードフルーツソーダ 650
Lemonade Fruit Soda
［自家製レモンシロップ＋フルーツフレーバー＋ソーダ］

ゆずDryジンジャー ［HOT/ICED］ 650
Yuzu Dry Ginger
［ゆずジャム＋
 自家製ドライジンジャー＋ソーダ］

テ・フォリエ 650
Te Folier
［カシスシロップ＋アールグレイ＋
  オレンジジュース＋オレンジスライス］

マンゴー
Mango

パイン
Pineapple

ワイルドベリー
Wildberry

お好きなcafeをフロートに！ ＋200
Put ice cream



＊価格は税込表示となります

dessert バニラアイストッピング ＋200

期間毎にお楽しみ頂けるmonochromeの限定ドルチェ。
＊写真は紅はるかの焼き芋タルトです。

本日のドルチェ ask
Today's Dolce

ピスタチオと木苺のシブースト 700
Pistachio & Raspberry Chiboust

アイスミスト 650
Assorted Ice cream

存在感のあるピスタチオのムースに甘酸っぱい木苺。
サクサクパイ生地が食感のアクセント。

アイスクリーム3種盛り合わせ。

エスプレッソチーズケーキ 780
Espresso Cheesecake

大人の贅沢なチーズケーキ。
スタッフ人気No.1!

しっとりふわふわ生地にたっぷりクリームとショコラソースで。

エンゼルフードケーキ ショコラ 680
Angel Food Cake Chocolate

ガトーショコラ 680
Gateau au Chocolat

バスクチーズケーキ 700
Burnt Cheesecake

定番のシンプルなチョコレートケーキ。
外はさっくり、中はしっとり濃厚！ 

チーズをたっぷりと使った濃厚な味わい。
バニラ香る甘さ控えめの大人のチーズケーキ。

エンゼルフードケーキ バニラキャラメル 680
Angel Food Cake Vanilla Charamel

卵白のみを使用したバニラ風味のしっとり生地に
キャラメルソースが相性抜群!!

冷たいバニラアイスクリームに
熱々のエスプレッソをかけて。

アフォガート 650
Affogato



＊価格は税込表示となります

 take out

前菜盛り合わせ 1080

淡路牛と淡路玉ねぎ 780
ミンチカツ

鯖の燻製ポテトサラダ

500
オリーブマリネ 400

湯だねパン  180 バゲット  200

ブラックアンガス牛 2100
ステーキ

骨付き仔羊 1300
バックリブのロースト

牛フィレカツサンド 1650

ポテトフライ 450 フィッシュ＆チップス 730 スパイシーチキン& 630
チップス

アランチーニ（3個） 480

dessert

other

モノクローム
サラダ

1080

極黒牛の
ローストビーフ
サラダ

1080

カマスと香味野菜の
エスカベッシュ

530

monochromeのメニューをご自宅で。

＊価格は税込表示となります

ガトー
ショコラ
600

バスク
チーズケーキ
630

エスプレッソ
チーズケーキ
650

バスク
チーズケーキ
630

エスプレッソ
チーズケーキ
650

モノクロームメインBENTO
1000

コンビネーションコロッケBENTO
1280

monochrome BENTO ＊ランチタイム(11:30～14:30)のみ

淡路牛と
石本農場真卵の
オムハヤシ
1000

淡路産牛
ボロネーゼ
950

オイルサーディンと
ミニトマトの柑橘マリネ
680



＊価格は全て税込表記です。

¥3500

¥5300

OSOZAI BOX
■お惣菜ボックス
・天然海老とアンチョビブロッコリー
・カマスと香味野菜のエスカベッシュ
・ミニトマト、フルーツ、マスカルポーネ
・鯖の燻製ポテトサラダ
・カブラと生ハム、オリーブのマリネ
・ヨーロッパ産ハムとチーズ
・淡路牛ミンチカツと白身魚のベニエ
・自家製ベーコンと茸のソテー

MEAT BOX
■お肉ボックス
・ブラックアンガス牛のステーキ
・優味豚のカツサンド
・塩麹マリネのフライドチキン
・スパイスを練りこんだ
  ソーセージのグリル
・ポテトフライ
・オリーブマリネ

通常 2 段セット (2～3 名様用 )
それぞれ個別追加もOK!

mo box

MEAT & OSOZAI  BOX  SET

monochromeの豪華テイクアウトボックス。

tote bag ブラッスリー“モノクローム”のオリジナルトートバッグセット！

monochrome tote bag ¥500

仕入れや季節により内容が変更となる場合がございます。

    ¥8800■お肉&お惣菜ボックスセット

■湯種パン6個入セット ¥1300

■家飲みセット ¥3500

ほんのり甘くもちもち食感が特徴のモノクロームおすすめ湯種パン6個入！

前菜盛り合わせ（¥1100）に牛フィレカツサンド（¥1650）、
スパイシーチキン&チップス（¥630）を詰め合わせ！

BOXのみ前日までのご予約が必要です。 QRコードリンク先の
専用ご予約フォームから必要事項を
記入し送信してください →WEBからのご予約注文が可能です！


