vodka

beer
Craft Beer 6 revolving taps-Ask about todays selection

Sm 400 Med 700 Large 1.200

クラフトビール 別途メニューをご覧ください。

Japan Tap Kirin Heartland lager

Belvedere 100% Dakowskie gold rye, Poland-Warsaw ベルヴェデール
Grey Goose 100% fine French wheat グレイグース

Med 700 Large 1.200

ジャパンタップ キリン ハートランド ラガー

Craft Sampler

Fugu

Ballast Point Brewery, California バラストポイント フグ

Three taste sized glasses. served on a hand carved wooden board

gin

クラフトサンプラーセット テイストサイズ3種のセットを手彫りのウッドボードに入れてお運びします

Hendricks Hand crafted small batch, Scotland ヘンドリックス

Table Smoked Stout our house stout, hickory smoke infusion

1.200

1.300

smoked barbecue peanuts on the side
テーブルスモークドスタウト ヒッコリースモークが香るスタウト。スモークバーベキューピーナッツ添え

Non-Alcohol Beer Good if your Driving

800

Bitburger Drive Pilsner Alcohol-Free 330ml Bottle
ノンアルコールビール ビットブルガー ドライブ ピルスナー

beer base cocktails
Michelada

1.200

A classic and refreshing Mexican drink made with Lager sassed up with hot sauce
and lime juice.
ミチェラーダ ラガービール、辛口ソース、ライムジュースで作るメキシコの定番リフレッシュカクテル

Black Velvet

1.200

The most elegant and delicious of beer drinks. Served in a Champagne flute
equal quantities of Stout and our House Champagne.
ブラック ヴェルヴェット スタウトとハウスシャンパンをハーフ＆ハーフでミックスし、シャンパングラスでお出しする
最もエレガントで美しいビアカクテル

Shandygaff

1.200

From the UK and dating back to the 19th century, equal quantities of Pale Ale and
our homemade Ginger Ale with a touch of lime.
シャンディガフ ペールエールと自家製ジンジャーエールをハーフ＆ハーフでミックスし、ライムをひと絞り。
イギリスでは19世紀から飲まれているポピュラーな１杯

mixed drinks

all 1.000

Standard brand’s. please choose a base and a mixer

vodka, gin, tequila, dita, campari, rum or cassis
ウォッカ / ジン / テキーラ / ディタ / カンパリ / ラム / カシス

mixer tonic, soda, coke, ginger ale, orange or grapefruit juice

Very Old St Nick ヴェリーオールド セント ニック

800

Eagle Rare イーグルレア

800

Maker’s Mark メーカーズマーク

800

Few Chicago, Illinois ヒュー

1.000

Balcones Baby Blue, Corn whisky, Texas バルコネス

1.200

Johnny Drum ジョニードラム

1.200

Willett ウィレット

1.200

Bulleit ブレット

1.200

Woodford reserve ウッドフォード

1.200

Singleton 12yr Glen Ord, Highland シングルトン 12年

1.000

Bruichladdich Islay Barley 2007 ブルイックラディ 2007

1.300

Springbank 12yr Cask strength, Campbeltown スプリングバンク 12年

1.300

Glendronach Octarine 8yr Bourbon / Sherry cask グレンドロナック ８年

1.800

1.600

1.400

other alcoholic concoctions

all 1.000

Opal Nera Black Sambuca, Amaretto, Bailey’s, Grand Marnier
1.200

Calvados, Limoncello, Kahlua, Cointreau or Absinthe
オパール ネラ ブラック サンブーカ / アマレット / ベイリーズ / グランマニエ
カルヴァドス / リモンチェッロ / カルーア / コアントロー / アブサン

クランベリー モヒート クランベリー、ラム、きび砂糖、ミント、フレッシュライム

1.200

ケイジャン ブラッディーマリー ウォッカ、自家製スパイシーケイジャンミックス、
トマトジュース

Patron Silver パトロン シルバー

800

Chabot XO Armagnac シャボー XO アルマニャック

mint leaves & fresh lime

Sauza Conmemorativo Anejo サウザ コンメモラティボ アネホ

Blanton’s ブラントンズ

1.200

and a twist of lemon. shaken of course.

Sauza Tres Generaciones Anejo サウザ トレ ジェネレーション アネホ

800

1.600

マティーニ ウォッカ&ドライジンをベースにリレ・ブランとツイストレモンを合わせたマティーニ

tequila

Wild Turkey ワイルドターキー

Hennessy VS Cognac ヘネシー VS コニャック

ル フィズ スパークリングワインとグレープフルーツ、パイナップル、
クランベリーからお好きなジュースを合わせて

Cajun Bloody Mary our homemade spicy Cajun mix

Barrel aged American Whiskey served straight up or on the rocks if you prefer

1.200

pineapple or Cranberry juices

Cranberry Mojito whole cranberries muddled with rum, cane sugar

bourbon

Ron Zacapa Centenario 23 yr, Guatemala ロン サカパ 2３年

house cocktails

Martini 3 parts London dry gin,1 part vodka, Lillet Blanc

The Botanist Scotland ザ ボタニスト

brandy & rum

トニック / ソーダ / コーラ / ジンジャーエール / オレンジ / グレープフルーツ

Le Fiz a glass of house Champagne topped up with your choice of, grapefruit

all 1.200

single malt scotch

お好みのスタンダードカクテルをお作り致します。ベースとミキサーをお選びください。

base

all 1.200

mineral water
Aqua Panna Still (500ml) アクアパンナ

all 1.200

San Pellegrino Sparkling (750ml) サンペレグリノ

800
1.000

