
alcohol menu

クラフトビールは別紙を
ご覧ください。

※お好みのカクテルはお申しつけください。

Beer

Red Wine　

ハイボール(ジムビームウィスキー＋ソーダ＋レモン)
Whiskey And  Soda ………………………… ¥480（税込¥528）

レモンサワー（焼酎＋ソーダ＋レモン）
Lemon Sour ……………………………… ¥480（税込¥528）

ウーロンハイ（焼酎＋ウーロン茶）
Oolongtea And Spirits ……………………… ¥480（税込¥528）

モヒート(ラム+ソーダ+ミント+ガムシロップ)
MOJITO…………………………………… ¥680（税込¥748）

キール（白ワイン+カシス）
Kir……………………………………… ¥680（税込¥748）

スーパードライ
Super Dry …………………………¥630（税込¥693）

スーパードライ ブラック
Super Dry Black ……………………¥630（税込¥693）

ハーフ ＆ ハーフ　
Half-and-half ……………………¥630（税込¥693）

キールロワイヤル（スパークリング+カシス）
Kir Royale………………………………… ¥680（税込¥748）

ミモザ（スパークリング+オレンジ）
Mimosa ………………………………… ¥680（税込¥748）

ジントニック（ジン+トニック+ライム）
Gin and Tonic …………………………… ¥650（税込¥715）

ジンバック（ジン+ジンジャーエール+レモン）
Gin Buck ………………………………… ¥650（税込¥715）

ジンリッキー（ジン+ソーダ+ライム）
Gin Rickey………………………………… ¥650（税込¥715）

モスコミュール（ウォッカ+ジンジャーエール+ライム）
Moscow Mule ……………………………… ¥650（税込¥715）

ウォッカトニック（ウォッカ+トニック+ライム）
Vodka Tonic ……………………………… ¥650（税込¥715）

ブルドック（ウォッカ+グレープフルーツ）
Bulldog ………………………………… ¥650（税込¥715）

スクリュードライバー（ウォッカ+オレンジ）
Screw Driver ……………………………… ¥650（税込¥715）

ラムコーク（ラム+コーラ+ライム）
Rum Coke………………………………… ¥650（税込¥715）

ラムトニック（ラム+トニック+ライム）
Rum Tonic ……………………………… ¥650（税込¥715）

ラムバック（ラム+ジンジャーエール+レモン）
Rum Buck ………………………………… ¥650（税込¥715）

テキーラトニック（テキーラ+トニック+ライム）
Tequila Tonic……………………………… ¥650（税込¥715）

テキーラバック（テキーラ+ジンジャーエール+レモン）
Tequila Buck ……………………………… ¥650（税込¥715）

テキーラサンライズ（テキーラ+オレンジ+ザクロシロップ）
Tequila Sunrise …………………………… ¥650（税込¥715）

スプモーニ（カンパリ+グレープフルーツ+トニック）
Supumoni………………………………… ¥650（税込¥715）

カシスソーダ（カシス+ソーダ+レモン）
Cassis Soda ……………………………… ¥650（税込¥715）

カシスオレンジ(カシス+オレンジ)
Cassis Orange……………………………… ¥650（税込¥715）

カシスグレープ(カシス+グレープフルーツ)
Cassis Grape ……………………………… ¥650（税込¥715）

カシスウーロン（カシス+ウーロン茶）
Cassis Oolong……………………………… ¥650（税込¥715）

ピーチフィズ(ピーチ+ソーダ+レモン)
Peach Soda………………………………… ¥650（税込¥715）

ファジーネーブル(ピーチ+オレンジ)
Peach Orange……………………………… ¥650（税込¥715）

レゲェパンチ（ピーチ+ウーロン茶）
Reggae Punch……………………………… ¥650（税込¥715）

ライチオレンジ(ライチ+オレンジ)
Lychee Orange……………………………… ¥650（税込¥715）

ライチトニック（ライチ+トニック+レモン）
Lychee Tonic ……………………………… ¥650（税込¥715）

常陸野ネスト ノンエール
（ノンアルコール・クラフトビール）
Hitachino Nest Non Ale ………………¥730（税込¥803）
※アルコールが0.3%入っています

シャンディガフ
Shandy Gaff ………………………¥700（税込¥770）

レッドアイ
Red Eye……………………………¥700（税込¥770）

カシスビア
Cassis Beer…………………………¥700（税込¥770）

ラ・ロスカ ブリュット
（スペイン産／マカベオ主体・辛口）
La Rosca Cava Brut …… Glass ¥650（税込¥715）／Bottle ¥3,000（税込¥3,300）

アンジュエール ロゼ
（スペイン産／ロゼ・やや甘口）
Angeaile Rose………… Glass ¥650（税込¥715）／Bottle ¥2,800（税込¥3,080）

アンジュエールブリュット
（スペイン産／ソーヴィニヨンブラン主体・やや辛口）
Angeaile Brut………… Glass ¥650（税込¥715）／Bottle ¥2,800（税込¥3,080）

セパス・プリヴァダス ・マルベック
（アルゼンチン産／ミディアムボディ）
Cepas Privadas Malbec ………………Glass ¥580（税込¥638）／Bottle ¥2,000
ロリマー シラーズ／カベルネ
（オーストラリア産／シラー・カベルネ・ミディアムボディ）
Lorimaer Shiraz Cabernet ……………Glass ¥650（税込¥715）／Bottle ¥2,800（税込¥3,080）

シラー マルキ・ド・ボーラン
（フランス産／シラー・ミディアムボディ）
Marquis De Beaurond Syrah ……………Glass ¥680（税込¥748）／Bottle ¥3,200（税込¥3,520）

トラピチェ オークカスク  カベルネ・ソーヴィニヨン
（アルゼンチン産／カベルネ・ソーヴィニヨン・フルボディ）

TRAPICHE OAK CASK CABERNET SAUVIGNON  ……………Glass ¥780（税込¥858）／Bottle ¥3,700（税込¥4,070）

ブルゴーニュ ピノノワール
（フランス産／ピノノワール・ミディアムボディ）
Bourgogue Chardonnay………………Glass ¥980（税込¥1,078）／Bottle ¥5,000（税込¥5,500）

セパス・プリヴァダス ・トロンテス
（アルゼンチン産／辛口）
Cepas Privadas Torrontes……… Glass 税抜¥580（税込¥638）／Bottle ¥2,000
ロリマー セミヨン／シャルドネ
（オーストラリア産／セミヨン・シャルドネ・やや辛口）

Lorimaer Semillon Chardonnay……… Glass 税抜¥650（税込¥715）／Bottle ¥2,800（税込¥3,080）

ソーヴィニヨン ブラン バロンフィリップ
(フランス産／ソーヴィニヨンブラン・辛口)
Sauvignon Blanc Baorn Philippe……… Glass 税抜¥680（税込¥748）／Bottle ¥3,200（税込¥3,520）

ローズマウント ブレンド トラミネール・リースリング
( オーストラリア産／やや甘口)
Rosemount Blends Traminer Riesling……… Glass 税抜¥680（税込¥748）／Bottle ¥3,200（税込¥3,520）

ブルゴーニュ シャルドネ
（フランス産／シャルドネ・辛口）
Bourgogue Chardonnay……… Glass 税抜¥980（税込¥1,078）／Bottle ¥5,000（税込¥5,500）

White Wine　

季節の自家製フルーツリキュール
Homemade Fruit Liqueur……………… ¥680（税込¥748）
季節のブランドフルーツを厳選し、
じっくりと数ヶ月漬け込んだ自家製フルーツリキュールです。
ラインナップはスタッフにお聞きください。

●ロック　
●ソーダ
●モヒートスタイル
……+税抜¥150（税込¥165）

●ビアスタイル
……+税抜¥200（税込¥220）

下記より、飲み方をお選びください。

●トニック　
●水割り

※写真はイメージです。　Image is for illustration purposes.

Good Price! Good Price!

Sparkling Wine

Cocktail homemade

Best Price!!
Best Price!!

※アレルギー対応は致しかねます。　We’re sorry but cannot accommodate persons with allergies.

（税込¥2,200） （税込¥2,200）

右記メニューは全て
　　　　　できます！Take Out

Homemade & 

   Original
              Drink グラスホッパー

Grasshopper
…………¥800（税込¥880）

ミントの爽やかな香りとチョコ
レート風味のカカオをシェイク
した口当たり滑らかな甘いカク
テルです。お口直しの一杯に。

COLD

アイリッシュ・
カフェモカ
Irish Caffè Mocha 
……………¥700（税込¥770）

ほろ苦いコーヒーとアイリッシュ・ウイ
スキーを合わせたホットカクテルに
ちょっぴり甘めなチョコレートを加え、
親しみやすい味わいに仕上げました。

はちみつリンゴの
サングリア
Honey apple sangria
………… ¥800（税込¥880）

自家製の林檎はちみつ漬けと
フレッシュなフルーツ使用した
オリジナルサングリアです。

HOT COLDor

HOT

下記メニューは全て
　　　　　できます！Take Out

下記メニューは全て
　　　　　できます！Take Out
※ボトルメニュー除く

下記メニューは全て
　　　　　できます！Take Out
※ボトルメニュー除く

スマホで
メニューは
こちらから！



Tea Selection
ホットティーは全てポットサービスです。

So�drink Cafe
コーヒー
Hot Coffee …………………………… ¥550（税込¥605）

アイスコーヒー
Ice Coffee …………………………… ¥550（税込¥605）

エスプレッソ
Espresso ……………………………… ¥550（税込¥605）

カプチーノ
Cappuccino …………………………… ¥600（税込¥660）

カフェ モカ（Hot or Cold）
Caffè Mocha (Hot or Cold)…………………… ¥600（税込¥660）

キャラメル ラテ（Hot or Cold）
Caramel Caffè Latte (Hot or Cold) …………… ¥600（税込¥660）

ダージリン(Hot or Cold)
Darjeeling ………………………………… ¥550（税込¥605）

アールグレー(Hot)
Earl Gray ………………………………… ¥550（税込¥605）

アッサム(Hot)
Assam …………………………………… ¥550（税込¥605）

常陸野ネスト ノンエール（ノンアルコール・クラフトビール）
Hitachino Nest Non Ale ………………… ¥730（税込¥803）

ペリエ 330ml
Perrier ……………………………… ¥650（税込¥715）

オレンジ   
Orange ……………………………… ¥550（税込¥605）

グレープフルーツ 
Grapefruit …………………………… ¥550（税込¥605）

マンゴー
Mango ……………………………… ¥550（税込¥605）

アップル
Apple ………………………………… ¥550（税込¥605）

クランベリー 
Cranberry …………………………… ¥550（税込¥605）

パイナップル 
Pineapple……………………………… ¥550（税込¥605）

ジンジャーエール 
Ginger Ale …………………………… ¥550（税込¥605）

コーラ ・ゼロ  
Coke Zero …………………………… ¥550（税込¥605）

烏龍茶（Hot or Cold） 
Oolong (Hot or Cold) ……………………… ¥550（税込¥605）

※アルコールが0.3%入っています。

non-alcoholic menu

※写真はイメージです。　Image is for illustration purposes.※アレルギー対応は致しかねます。　We’re sorry but cannot accommodate persons with allergies.

レモネード
Lemonade…………¥650（税込¥715）

自家製レモネードのほんのり甘く爽やかな酸味のバランスが良く爽快感のある逸品に仕上げました。

HOT COLDor

このマークのメニューは
　　　　　できます！Take Out

濃厚抹茶＆バニラシェイク 
Matcha Vanilla Shake
………………………¥890（税込¥979）

ほろ苦な濃厚抹茶ソースとバニラの甘さが
引き立つ贅沢な逸品！デザート感覚で召し
上がれます。

下記メニューは全て
　　　　　できます！Take Out

ホットチョコバナナ
Hot Chocolate Banana

………¥850（税込¥935）

ちょっぴりビターなチョコレートとバナナをホットドリンクに

仕上げました。デザート感覚でお楽しみいただけます。

HOT

バナナチ
ップ

ほのかに香る白ワイン林檎を優しく閉じ込めたホットカクテル。

1口飲んだ瞬間に広がる優しい味わいを是非。

HOT

シナモン香るホットアップルテ
ィー

Hot apple tea
…………¥780（税込¥858）

シナモン＆

ホイップ

アップルティー

リンゴチップ

season&original

サラトガクーラー
Saratoga cooler 
……………¥650（税込¥715）

ジンジャーエールの甘みをライムが
キリっと引き締めてくれる飲みやすいノン
アルコールカクテルです。

むらさき芋＆バニラシェイク
Purple sweet potato Vanilla shake　 
……………………………¥890（税込¥979）

紫イモとバニラの相性は抜群！白と紫の色
鮮やかなオリジナルシェイクに仕上げました。

ヴァージン
ワインクーラー
Virgin wine cooler
………………¥720（税込¥792）

グレナデンとオレンジ、ノンアルコール
ワインの調和を楽しめる清涼感のある
フルーティーなカクテルです。

 
フルーツビネガー
Fruit Vinegar 
……………¥680（税込¥748）

豊かな甘みとスッキリとした酸味が
バランスよく調和した味わい。
※季節により内容が異なります。
　詳しくはスタッフにお尋ねください。

COLD

COLD

COLD

COLD

下記メニューは全て
　　　　　できます！Take Out

カフェ ラテ（Hot or Cold）
Caffè Latte (Hot or Cold) …¥600（税込¥660）

抹茶ラテ（Hot or Cold）
Matcha Latte (Hot or Cold) …¥600（税込¥660）

COLD

苺のルイボスティー(Hot)
Strawberry Rooibos Tea ……………………… ¥550（税込¥605）

カシスフルーツティー(Hot)
Cassis Fruit ………………………………… ¥550（税込¥605）

スイートハニージンジャーティー(Hot)
Suite Honey Ginger ………………………… ¥550（税込¥605）

甘み豊かなルイボスに森苺をブレンドし、
柔らかな香りと優しい甘みのあるノンカフェインハーブティーです。

数種類のドライフルーツをブレンドしカシスの香りを加えました。
最後はフルーツごと召し上がれます。

食後のドリンクにもってこいのハーブティーです。
至福のひと時をこの一杯で。


