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ビール

日本のクラフトビール
常陸野ネストビール  ボトル 880

国産ビール
アサヒスーパードライ　　　　　　　　　　   880

キリンラガー　  880

サッポロ黒ラベル　　　　　　　　　　   880

ノンアルコールビール
サントリーオールフリー     880

コロナエクストラ　    880

ワイン
シャンパン
二コラ・フィアット　ブリュット・グラン・レゼルヴ                    1,200    6,800

白

ヴェルジェ ヴィレ・クレッセ                                  1,200        7,000

ロルフ・ビンダー イーデン・ヴァレー リースリング      1,000        5,800                    
     

赤

750ml
 ボトル

125ml
 グラス

 
ロゼ
ダークホース ロゼ（アメリカ）                           800         4,500

 イントゥ カベルネ ソーヴィニョン　                       1,000         5,800

サングリア
ラ サングリア ブランコ　                                800       4,500

サントリー 東京 クラフト　（日本） グラス 780
  パイント 980

生ビール

サントリープレミアムモルツ　（日本） グラス 780
  パイント 980

海外ビール

ハイネケン                             880

バドワイザー　    880

ボトル

ボトル

ボトル

ボトル

ボトル

     750ml
      ボトル

120ml
グラス

ラ サングリア　                                                          800       4,500

 ブルゴーニュ ピノ・ノワール ル・クロソー    1,200        7,000

ドッグ・リッジ・ザ・パップ・シラーズ　         1,000        5,800

 ブランコット・エステート ソーヴィニヨン・ブラン  800        4,500

 ルビオーロ キャンティ クラシコ　                       1,100         6,500

ボトル

ボトル
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    - ミクスト -

オレンジ、グレープフルーツ、パイン、トマト、クランベリー

ソーダ、トニック、ペプシ、ジンジャーエール

スピリッツ
ジン

ビーフィーター   800

タンカレー　No.10   1,500 

ボンベイ サファイア   1,200 

ウォッカ
アブソルート                           800 

ケテルワン                                                                         1,200

グレイグース                                                  1,500

ラム
バカルディ    800 

テキーラ
オルメカレポサド   800  

オルメカブランコ   800  

カクテル

ネグローニ   1,500

ダイキリ   1,700

マルガリータ   1,700

マンハッタン   1,700

バラライカ   1,700

ウイスキー サワー   1,800

ビーフィーター  24   1,200 

モンキー 47   2,000

アブソルート フレーバー 6種類          　　　       1,200
    （シトロン、カラント、マンダリン、ペッパー、ヴァニリア、ベリアサイ）

アブソルート エリクス                                                     1,500 

シロック                                                          1,500  

ギムレット   1,700

マティーニ   1,500

オールドファッションド               1,600

コスモポリタン   1,700

カクテル

シンガポール スリング   1,300

ヘンドリックス ジン   1,200 

ロンサカパ 23年　  1,500 

パトロン アネホ   2400 

ドンフォリオ アネホ   2000 

アレキサンダー   1,800

B 52             1,600

カイピリーニャ   1,600

ロングアイランド アイスティー   1,800

六‐ロク‐                                               1,500

白‐ハク‐                                         　  1,500
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日本

ウィスキー

知多 　1,200

山崎　18Y　　　　　　　 　5,500

白州　NV                                                                        1,500

アメリカ

メーカーズマーク 　   980

ウッドフォードリザーブ     2,000

フォアローゼスプラチナ    2,000

ノブクリーク     1,600

カナダ

カナディアンクラブ12Y                                             980

アイルランド

ジェームソン                                                               980

スコッチ シングル モルト

ザ グレンリベット　12Y     1,500

ザ グレンリベット 15Y     1,800

タリスカー ストーム                                                1,800

ラフロイグ 10Y     1,500

ザ グレンリベット ファウンダーズ リザーブ     1,800

ザ グレンリベット 18Y    3,200

ザ マッカラン 18Y    5,500

ブレンド モル
シーバスリーガル 12Y      1,200

バランタイン 17Y     3,000

シーバスリーガル ミズナラ      1,200

シーバスリーガル 18Y                                                2,500

バランタイン 21Y     5,000

シーバスリーガル 25Y     6,000

ブランディー
マーテル V.S.O.P 　2,200

マーテル　XO                                                               6,500

マーテルコルドン ブルー 　 3,500
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〒104-0031 
東京都中央区京橋2-1-3

+81 3-3516-9600

ソフトドリンク *￥780

メロンソーダ

クランベリージュース

ペプシ

ジンジャーエール

アクアパンナ

サンペレグリノ

ペリエ

ウーロン （水仙）

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

マンゴー ジュース

アップルジュース

トマトジュース

コーヒー バリエーション *￥780

レギュラー コーヒー  

カフェインレスコーヒー

エスプレッソ

カプチーノ

カフェラテ

ホットチョコレート 

ティー セレクション *￥780

アッサム 

ダージリン

カモミール

イングリッシュ ブレックファースト

日本茶

ジャスミン

ジュース、　ソーダ、　ミネラルウォーター

セブンアップ

レモンスカッシュ

その他 *￥780

パイナップルジュース


