
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

Homemade & 

  Original 
         Drink

※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.

ピニャコラーダ
Pina Colada
……………¥850（税込¥935）

トロピカルドリンクと言えばこれ！
ココナッツの香りが夏を感じさせます。

ハワイアンダイキリ
Hawaiian Daiquiri
¥750（税込¥825）

ラムを使用したカクテル
『ダイキリ』を南国を
感じさせるブルーに
仕上げました。 フローズンシトラスモヒート

FrozenCitrusMojito
………………¥800（税込¥880）

レモンとライムの爽快な組み合わせの
モヒートをフローズンに仕上げました。

フローズンマンゴー
ヨーグリーナ
Frozen MangoYogurina
…………………¥860（税込¥946）

ヨーグルトのお酒と相性の良いマンゴーを
合わせた飲みやすいカクテルです。

（税込¥2,200） （税込¥2,200）

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

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

右記メニューは全て
　　　　　できます！Take Out



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）

苺のルイボスティ(Hot)
StrawberryRooibos…………………………… ¥550（税込¥605）

パイナップジャスミン(Hot)
Pineapple Jasmine…………………………… ¥550（税込¥605）

ドラゴンフルーツハーブティー(Hot)
Dragon FruitTea …………………………… ¥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）

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

※アルコールが0.3%入っています。

non-alcoholic menu
season&original

ミラクル・バタフライ
MiracleButterfly
…………………¥780（税込¥858）

ライム＆バタフライピーを合わせた爽やかな
香りと透き通るような美しい見た目の
ノンアルコールカクテル。

ライム&

グリーン

アップル

バタフライ
ピー

ヴァージンモヒート
VirginMojito
…………¥630（税込¥693）

ミントとライムがさっぱりな1度は
飲みたいノンアルコールモヒート。

ミント

※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

キャラメルコーヒーフラッペ
CaramelCoffeeFrappe
…………………¥680（税込¥748）

ちょっぴりビターなチョコレートとキャラメルを
フラッペに仕上げました。お子様にも人気な
ドリンクです。

チョコソース

チョコチップ

フローズンチョコミント
FrozenChocolate Mint
……………………¥750（税込¥825）

世代を問わず人気のチョコミントをフローズンに
仕上げました。ミントの爽やかな香りが引き立ちます。

オレオ

チョコソース

バナナラッシー
Banana Lassi
…………………¥750（税込¥825）

バナナとヨーグルトの相性はバッチリ！
お子様から大人までデザート感覚で楽しめる
ドリンクです。

バナナラッ
シー

バナナピューレ

バナナチップス

このマークのメニューは
　　　　　できます！Take Out

シャーリーテンプル
Shirley Temple
………………………¥650（税込¥715）

グレナデンの後引く甘さとジンジャーエールが
絶妙にマッチ！人気のノンアルコールカクテルです。

ジンジャー

エール

グレナデンシロップ

ダブルベリーフィズ
Double BerryFizz
………………¥580（税込¥638）

ラズベリーとブルーベリーの2種類を
合わせた口当たり甘酸っぱいドリンク。

ラズベリー&

ブルーベリー

ミックスベ
リー

上記メニューは全て
　　　　　できます！Take Out

上記メニューは全て
　　　　　できます！Take Out
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