drink menu

beer

craft beer
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。

ヨンキューロク

250ml / 680

オン ザ クラウド

250ml / 680

ジャズベリー

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。

ハートランドビール〈生〉

HEARTLAND Beer < draft >

regular / 680

small / 500

ハートランドビール〈小瓶〉

730

ハートランドビール〈中瓶〉

850

HEARTLAND Beer < small bottle >

HEARTLAND Beer < bottle >

ギネス〈生〉

680

ハイネケン

850

キリン零ICHI〈ノンアルコール〉

630

Guinness < draft >

Heineken

KIRIN ZERO ICHI <non-alcoholic>

Shandy Gaff
［ビール＋ジンジャーエール］

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

beer cocktail
シャンディーガフ

on the cloud
小麦を使うことで醸し出される柔らかさと、
白ワインのようなフルーティーな香り。
フルーティーなホップがさわやかに香る、
これからの時代のためのスタンダード。

750

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

ハイボール
Highball

マンゴービア

Mango Beer
［ビール＋マンゴージュース］

red label / 650

black label / 750

750
ジンジャーハイボール
Ginger Highball

コークハイボール
Coke Highball

red label / 700

black label / 800

red label / 700

black label / 800

＊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

original
cocktail

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。

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］

Hysteric Baby
［Dryジンジャーエール＋ピーチ＋
フランボワーズ］

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］

ブルーヌーン

700

ピンクレモネード

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］

800

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

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

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

アウローラ

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］

850

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
自家製レモンシロップを使ったカクテル

自家製Dryジンジャーエールを使ったカクテル

レモネードハイボール

750

パナシェ

750

Lemonade Highball
［ウイスキー＋自家製レモンシロップ＋ソーダ］

Panache
［ハートランドビール＋自家製レモンシロップ＋ソーダ］

ドライモスコミュール

750

ドライジンジャーハイボール

750

Dry Moscow Mule
［ウォッカ＋Dryジンジャーエール＋カットライム］

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］

＊価格は税込表示となります

wine by the glass
| sparkling wine |
Santero Black Brut

650
3500

glass /

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 /

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 |
650
2000
bottle / 3000

Citra Bianco

glass /

チートラ ビアンコ［イタリア］ー辛口ー

carafe /

| red wine |
650
2000
bottle / 3000

Citra Rosso

glass /

チートラ ロッソ［イタリア］ーミディアムボディー

carafe /

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。

＊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。

wine cocktail
まるでサングリアビアンカ

650

カンパリ スプリッツァー

700

ポワール

750

キールロワイヤル

800

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］

Campari Spritzer
［白ワイン＋カンパリ＋ソーダ］

Poir
［ラフランスジュース＋スパークリングワイン］

Kir Royale
［カシス＋スパークリングワイン］

まるでサングリア

650

シャ・ノワール

700

ピーチ スパークル

800

アメリカンレモネード

800

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］

Chat Noir
［赤ワイン＋カシス＋ソーダ］

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］

American lemonade
［自家製レモネード＋赤ワイン］

＊価格は税込表示となります

sparkling wine
Chandon Brut

シャンドン ブリュット［オーストラリア］ー辛口ー

bottle /

6000

bottle /

3500
600

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。

Santero Black Brut

サンテロ ブラックブリュット
［オーストラリア］ー辛口ー

glass /

泡立ちは力強く、
スッキリとしたニュートラルな味わい。

Moscate Petalo

bottle /

モスカートペタロ［イタリア］ー甘口ー

4000

「ペタロ」の名にふさわしくバラの香りが時調的なスパークリングワインです。

champagne
bottle / 11000

Moët & Chandon

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」。

bottle / 13000

Moët & Chandon Rose

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

＊価格は税込表示となります

white wine
Belsole Bianco

ベルソーレ・ビアンコ ［イタリア］ー辛口ー

bottle /

3300

bottle /

3800

bottle /

4000

bottle /

4300

bottle /

4300

bottle /

4300

bottle /

5500

bottle /

6000

bottle /

6500

熟した洋ナシ、パイナップルの香り。
フルーティで飲み飽きないテーブルワイン。

ZIN Salento Bianco Fiano

ジン サレント ビアンコ フィアーノ［イタリア］ー辛口ー
洋ナシやリンゴの豊潤な果実味とさわやかなオレンジの花の香り。
しっかりとしたストラクチャーがありつつ風味良いワイン。

Bliss Chardonnay

ブリス シャルドネ［アメリカ］ー辛口ー
トロピカルなマンゴーやパッションフルーツの香り、ふくよかでなめらかな味わいのフルボディ。
ブリス＝至福。

Encostas de CAIZ Alvarinho

エンコスタス・デ・カイズ

アルヴァリーニョ［ポルトガル］ー辛口ー

青リンゴのようなチャーミングな香り。爽やかでミネラル感に溢れるワイン。

Chateau Ferran Saint-Pierre Entre-Deux-Mers

シャトー フェラン サンピエール アントル・ドゥー・メール［フランス］ー辛口ー

果実味豊かな香りとすばらしいアタック、
なめらかな余韻。厳格な有機農法、
ビオディナミワイン。

Maison Joseph Drouhin Bourgogne Aligote

メゾン・ジョゼフ・ドルーアン ブルゴーニュ アリゴテ［フランス］ー辛口ー

酸のしっかりとした白ワイン。
エレガントな果実味とほのかな火打石のニュアンス。

Rene Manuel CHABLIS

ルネ・マニュエル・セレクション・シャブリ［フランス］ー辛口ー
豊かなミネラル感と柑橘のさわやかな香り、
すっきりとした味わいが楽しめるシャブリです。

KÖNIGSSCHILD RIESLING

ケーニヒスシルド リースリング［ドイツ］ー辛口ー
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。

Langhe Sauvignon Mermota

ソーヴィニヨン・メルモタ［イタリア］ー辛口ー

心地よい酸味、青草やパッションフルーツの香り。若々しくも味わい深いワイン。

＊価格は税込表示となります

red wine
Chianti DOCG San Martino Trambusti

キアンティ DOCG サン マルティーノトランブスティ［イタリア］ーミディアムボディー

bottle / 3300

ガーネットの色合いで上品な印象。洗練された香りと辛口でバランス良い味わいは料理を選ばない。

La Croisade Reserve Cabernet-Syrah

ラ・クロワザード レゼルヴ カベルネ・シラー［フランス］ーミディアムボディー

bottle / 3800

地中海の強い日差しが生み出す芳醇な味わいとしっかりとした果実味。

Torrederos Roble

トッレデロス ローブレ ［スペイン］ーミディアムボディー

bottle / 4000

テンプラニーリョ100％で濃いチェリーレッド。
ヴァニラやナッツの香り、
なめらかで力強く、
スパイス香る余韻の長いワイン。

Casillero del Diablo Devil’s collection Red

カッシェロ デル ディアブロ デビルズ コレクション レッド［チリ］ーフルボディー

bottle / 4300

熟した黒い果実の香りが特長的なブレンドタイプならではバランスの取れた味わいを楽しめます。

TERRAME

bottle / 4500

Primitivo I.G.T

テッラメ・プリミティーヴォ［イタリア］ーフルボディー
花とフルーツ、
ソフトで心地よいタンニン。
なめらかで余韻のある赤ワイン。

Tonon Cabernet Sauvignon

トノン カベルネ ソーヴィニヨン［イタリア］ーフルボディー

bottle / 5000

豊潤なスパイス香とほんのりハーブの香りを感じ、色調は濃いルビーレッド。
チーズとの相性抜群で飲みごたえあるワイン。

Albert Bichot Cotes du Rhone Rouge

アルベール・ビショー コート・デュ・ローヌ ルージュ［フランス］ーミディアムボディー

bottle / 5300

野イチゴやラズベリー、ホワイトペパーのような香りと豊かなボディが特長です。

Robert Mondavi Private Selection Pinot Noir

ロバート・モンダヴィ プライベート・セレクション ピノ・ノワール［アメリカ］ーミディアムボディー

bottle / 5500

バラやスミレの花の華やかな香り、
イチゴやサクランボのジャムのような果実味豊かな味わい
シルクのようになめらかな口当たりのワインです。

Chianti Classico Calcinaia D.O.C.G

カルチナイア キャンティ・クラシコ［イタリア］ーフルボディー

bottle / 6000

長年の信頼。
これぞキャンティな味わい。

L`Autore Langhe Nebbiolo

ラウトーレ・ランゲ・ネッビオーロ ［イタリア］ーフルボディー

bottle / 7000

親しみやすく優しい。調和のとれた女性的なワイン。
bottle / 8000

YARDEN

ヤルデン［イスラエル］ーフルボディー
優雅なタンニンとしなやかさがあり豊かで複雑味のあるワイン。

＊価格は税込表示となります

standard cocktail
ジントニック

Gin Tonic
［ジン＋トニック＋ライム］

liqueur

700~

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。

700
カンパリ

［香草etc.］

Campari

ジンバック

Gin Back
［ジン＋ジンジャーエール＋レモン］

モスコミュール

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

Screw Driver
［ウォッカ＋オレンジジュース］

キューバリブレ

Cuba Libre
［ラム＋コーラ＋ライム］

700

カシス

［黒すぐり］

Cassis

700

フランボワーズ

［木苺］

ピーチツリー

［白桃］

Framboise

700

Peachtree

パッソア

700

Passa

［パッションフルーツ］

マンゴヤン

［マンゴー］

Mangoyan

アプリコットバック

Apricot Back
［アプリコット＋ジンジャエール＋レモン］

スプモーニ

700

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

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］

サザンカンフォート

SouthernComfort

700

ディタ

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］

700

［ライチ］

Dita

ヨギ

［ヨーグルト］

マリブ

［ココナッツ］

Yogi

Malibu

ダージリンクーラー

［フルーツフレーバー］

ティフィン

［紅茶］

Tiffin

ゴディバ
Godiva

［チョコレート］
etc...

＋ MIX UP
オレンジジュース

コカ・コーラ

グレープフルーツ

ジンジャーエール

マンゴージュース

トニックウォーター

クランベリージュース
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
Johnnie Walker Red Label

ジョニーウォーカー・ブラックラベル
Johnnie Walker Black Label

シーバスリーガル 12年

Chivas Regal Aged 12years

バランタイン 12年

Ballantines Aged 12years

ホワイトホース 12年

White Horse Aged 12years

| american |
s / 650

ジャックダニエル

s / 750

フォアローゼス

s / 830

アーリータイムズ

s / 830

ワイルドターキー

s / 830

I.W.ハーパー

w / 1150

w / 1250

w / 1330

w / 1330

w / 1330

The Glenlivet Aged 12years

グレンフィディック 12年
Glenfiddich 12years

グレンモーレンジ 10年

Glenmorangie Aged 10years

ラフロイグ 10年

Laphroaig Aged 10years

ボウモア 12年

Bowmore Aged 12years

Four Roses

Early Times

Wild Turkey

I.W. Harper

メーカーズマーク レッドトップ

| scotch / single |
ザ・グレンリベット 12年

Jack Daniel’s

Maker's Mark Red Top

s / 730

w / 1230

s / 730

w / 1230

s / 730

w / 1230

s / 730

w / 1230

s / 730

w / 1230

s / 830

w / 1330

s / 830

w / 1330

s / 830

w / 1330

s / 830

w / 1330

s / 830

w / 1330

s / 830

w / 1330

umeshu & shochu
天の刻印［麦焼酎］

680

㐂六［芋焼酎］

680

Ten no Kokuin

Kiroku

フランス産梅酒（プルシア）
Prucia

＊価格は税込表示となります

700

