
Alaska ¥1,320 アラスカ

Blue Moon ¥1,320 ブルー ムーン

Gimlet ¥1,430 ギムレット

Gin Buck ¥1,320 ジン バック

Gin Lime ¥1,430 ジン ライム

Gin Rickey ¥1,430 ジン リッキー

"ROKU" Craft Gin Tonic ¥1,540 "六" クラフト・ジン トニック

Martini ¥1,430 マティーニ

Orange Blossom ¥1,320 オレンジ ブロッサム

Pink Lady ¥1,320 ピンク レディー

Singapore Sling ¥1,320 シンガポール スリング

Tom Collins ¥1,320 トム コリンズ

White Lady ¥1,430 ホワイト レディ―

Balalaika ¥1,320 バラライカ

Cosmopolitan ¥1,320 コスモポリタン

Fresh Bloody Mary ¥1,980 フレッシュ ブラッディ マリー

Kamikaze ¥1,430 カミカゼ

Moscow Mule ¥1,430 モスコ ミュール

Salty Dog ¥1,760 ソルティ  ドッグ

Screw Driver ¥1,760 スクリュー ドライバー

YUKIGUNI ¥1,430 雪国 （ゆきぐに）

Margarita ¥1,430 マルガリータ

Matador ¥1,320 マタドール

Tequila Sunrise ¥1,760 テキーラサンライズ

ウォッカ ベース　VODKA BASE

テキーラ ベース　TEQUILA BASE

ジン ベース　 GIN BASE

Cocktail 



Bacardi ¥1,320 バカルディ

Boston Cooler ¥1,320 ボストン クーラー

Cuba Libre ¥1,320 キューバ リバー

Daiquiri ¥1,430 ダイキリ

Mojito ¥1,760 モヒート

X.Y.Z ¥1,430 エックス ワイ ゼット

Alexander ¥1,980 アレキサンダー

French Connection ¥1,980 フレンチ コネクション

Jack Rose ¥1,980 ジャック ローズ

Side Car ¥1,980 サイド カー

Stinger ¥1,980 スティンガー

God Father ¥1,650 ゴッド ファーザー

Manhattan ¥1,650 マンハッタン

New York ¥1,650 ニューヨーク

Old Fashioned ¥1,650 オールド ファッションド

Rusty Nail ¥1,650 ラスティ ネイル

Rob Roy ¥1,650 ロブ ロイ

Gin Fizz ¥1,320 ジン フィズ

Green Tea Fizz ¥1,320 グリーンティー フィズ

Melon Fizz ¥1,320 メロン フィズ

Sloe Gin Fizz ¥1,320 スロージン フィズ

Violet Fizz ¥1,320 バイオレット フィズ

Hot Buttered Rum ¥1,320 ホット バタード ラム

Hot Kahlua Milk ¥1,320 ホット カルーア ミルク

Irish Coffee ¥1,650 アイリッシュ コーヒー

※別途、サービス料を加算させていただきます。

ラム ベース　 RUM BASE

フィズ　 FIZZ

ホット カクテル　HOT COCKTAIL

ブランデー ベース　BRANDY BASE

ウイスキー ベース　WHISKY BASE

※表示価格は税込価格。



Americano ¥1,320 アメリカーノ

Apricot Cooler ¥1,650 アプリコット クーラー

Bamboo ¥1,320 バンブー

Bellini ¥2,200 ベリーニ

Derjeeling Cooler ¥1,430 ダージリン クーラー

Campari Orange ¥1,650 カンパリ オレンジ

Campari Soda ¥1,320 カンパリ ソーダ

Cassis Orange ¥1,650 カシス オレンジ

Cassis Soda ¥1,320 カシス ソーダ

Cherry Blossom ¥1,650 チェリー ブロッサム

China Blue ¥1,650 チャイナ ブルー

Fuzzy Navel ¥1,650 ファジー ネーブル

Grass Hopper ¥1,320 グラス ホッパー

Kahlua Milk ¥1,320 カルーア ミルク

Kir ¥1,650 キール

Kir Royal ¥2,200 キール ロワイヤル

Kitty ¥1,650 キティ

Long Island Ice Tea ¥1,650 ロング アイランド アイス ティー

Mimosa ¥2,200 ミモザ

Negroni ¥1,320 ネグローニ

Red Eye ¥1,430 レッド アイ

Shandy Gaff ¥1,430 シャンディー ガフ

Spumoni ¥1,650 スプモーニ

Valencia ¥1,320 バレンシア

Yang Kuei Fei ¥1,320 楊貴妃  (ようきひ）

Cinderella ¥1,100 シンデレラ

Salatoga Cooler ¥1,100 サラトガ クーラー

Shirley Temple ¥1,100 シャーリー テンプル

Virgin Breeze ¥1,100 ヴァージン ブリーズ

Virgin Navel ¥1,320 ヴァージン ネーブル

その他のカクテル　 OTHERS COCKTAIL

ノンアルコールカクテル　NON ALCOHOLIC COCKTAIL


