
The Manhattan Gentleman
ザ マンハッタン ジェントルマン

Gentleman jack,Osborne midium sherry,Angostura bitters
ジェントルマンジャック,オズボーンミディアムシェリー,アンゴスチュラビターズ 

¥1,512

The Manhattan Lady
ザ マンハッタン レディ

Beefeater gin,Orange juice,Egg White,Grenadine syrup,Angostura bitters
ビーフィータージン,オレンジジュース,卵白,グレナデンシロップ,アンゴスチュラビターズ

¥1,296

The Manhattan Baby Non Alcoholic
ザ マンハッタン ベイビー ノンアルコール

Orange juice,Grapefruit juice,Cranberry juice,Grenadine syrup,Tonic water
オレンジジュース,グレープフルーツジュース,クランベリージュース,グレナデンシロップ,トニックウォーター

¥1,296

Prelude
プレリュード

Beefeater gin,Charleston follies,Mint liqueur,Grapefruit juice,Sugar syrup,Tonic water
ビーフィータージン,チャールストンフォーリーズ, ミントリキュール,

グレープフルーツジュース , シュガーシロップ , トニックウォーター

¥1,296

The Singapore Sling

ザ シンガポール スリング
Beefeater gin , Cherry heering , Benedictine DOM , Cointreau , Angostura bitters ,

Pineapple juice , Lime juice , Grenadine syrup
ビーフィータージン,チェリーヒーリング,ベネディクティンドム,コアントロー,アンゴスチュラビターズ,

パイナップルジュース,ライムジュース,グレナデンシロップ

¥1,404

※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。

※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

Signature Cocktails 
シグニチャー カクテルズ



White Pearl Lady
ホワイト パール レディ

Tanqueray No.10,Aphrodite White Curacao,Fresh Grapefruit Juice
Simple Syrup,Egg White

タンカレーNo.10,アフロディーテ ホワイトキュラソー,グレープフルーツジュース

シュガーシロップ,卵白

¥1,404

Yang Gui Fei ～Wearing A Pearl ～
楊貴妃～真珠をまとひて～

Ketei One Vodka,Aphrodite Blue,Lychee Liqueur,
Fresh Grapefruit Juice,Elderflower Syrup,Sparkling Wine

ケテルワンウォッカ, アフロディーテブルー,ライチリキュール,

フレッシュグレープフルーツジュース,エルダーフラワーシロップ,スパークリングワイン 

¥1,512

American Pearl Beauty
アメリカン パール ビューティー

Ciroc Vodka,Aphrodite Red,Rose Liqueur,Cranberry Juice,
Simple Syrup,Egg White

シロックウォッカ,アフロディーテローズ,ローズリキュール,クランベリージュース

シュガーシロップ,卵白

¥1,404

Black Pearl & Sand
ブラック パール & サンド

Bulleit Bourbon,Aphrodite Black,Sweet Velmouth,
Fresh Orange Juice,Grenadine Syrup

ブレットバーボン,アフロディーテブラック,スウィートヴェルモット,

フレッシュオレンジジュース,グレナデンシロップ

¥1,404

※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。
※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

果実系パールリキュール「アフロディーテ」を使用

Aphrodite Cocktails

アフロディーテ～女神のカクテル～
ギリシャ神話に登場する美の女神アフロディーテから名付けた



Ron Zacapa Mojito
ロンサカパ　モヒート

Ron zacapa 23,Pineapple juice,Lime juice,Soda water,Angostura bitters,Sugar syrup,Mint
ロンサカパ23,パイナップルジュース,ライムジュース,ソーダ,アンゴスチュラビターズ,シュガーシロップ,ミントの葉

¥1,350

Raspberry Mojito
ラズベリー モヒート　

White rum,Chambord,Raspberry liqueur,Lemon juice,Soda water,Framboise,Mint 
ホワイトラム,シャンボール,ラズベリーリキュール,レモンジュース,

ソーダ,フランボワーズ,ミントの葉

¥1,296

Grapefruit Mojito
グレープフルーツ モヒート　

White rum,Grapefruit liqueur,Lime juice,Sugar syrup,soda,Mint
ホワイトラム,グレープフルーツリキュール,ライムジュース,シュガーシロップ,ソーダ,ミントの葉

¥1,296

Chocolate Mojito
チョコレート モヒート

White rum,Godiva chocolate liqueur,Grand marnier,Sugar syrup ,Mint

ホワイトラム,ゴディバチョコレートリキュール,グランマルニエ,シュガーシロップ,ミントの葉

¥1,296

Campari Mojito
カンパリ モヒート

White rum,Campari,Lemon juice,Sugar syrup ,Cola,Mint
ホワイトラム,カンパリ,レモンジュース,シュガーシロップ,コーラ,ミントの葉

¥1,188

※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。
※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

Mojito Selection
モヒート セレクション



Botanical Art
ボタニカル アート

Tanqueray No.10,Umeshu,Chartreuse,yellow,Fresh lime juice,Simple syrup
タンカレーNo.10,梅酒,シャルトリューズイエロー,フレッシュライムジュース,シュガーシロップ

¥1,404

Legend of Barns
レジェンド オブ バーンズ

Johnnie walker gold label,Framboise liqueur,Tea liqueur,Orange bitters
ジョニーウォーカーゴールドラベル,フランボワーズリキュール,紅茶リキュール,オレンジビターズ

¥1,566

My Passion
マイ パッション

Ron zacapa 23,Amaretto liqueur,Raspberry,Passion fruit syrup,
Fresh orange juice,Fresh lemon juice

ロンサカパ23,アマレットリキュール,ラズベリー,パッションフルーツシロップ

フレッシュオレンジジュース,フレッシュレモンジュース

¥1,512

Spicy Bloody Mary 
スパイシー ブラッディ マリ―

Ketel one Vodka,Tomato juice,fresh lemon juice,Tabasco,Worcestershire sauce,
Black papper,Celery bitters,Salt

ケテルワンウォッカ,トマトジュース,フレッシュレモンジュース,タバスコ,ウスターソース

ブラックペッパー,セロリビターズ,塩

¥1,350

※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。
※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

World Class Cocktail Selection

ワールドクラスとは、「世界中のお客様に新たなドリンク体験を提供したい」
その思いを詰め込んだプラットフォームとして、様々なコンテンツを開発しています。

ワールドクラスオフィシャルスピリッツ＆ウイスキーを使用したカクテルです。

ワールドクラス カクテル セレクション



Frozen Margarita
フローズン マルガリータ

Sauza silver,Lemon juice,Simple syrup
サウザ シルバー,コアントロー,レモンジュース,シュガーシロップ

¥1,296

Frozen Blue Margarita
フローズン ブルー マルガリータ

Sauza silver,Blue curacao,Lychee liqueur,Lemon juice,Simple syrup
サウザ シルバー,ブルーキュラソー,ライチリキュール,レモンジュース,シュガーシロップ

¥1,404

Frozen Daiquiri
フローズン ダイキリ　

Bacardi superior,Lime juice,Maraschino,Simple syrup
バカルディ スペリオール,ライムジュース,マラスキーノ,シュガーシロップ

¥1,296

Frozen Muscat Cocktail
マスカットリキュールのフローズンカクテル　

Mistia,Ketel one vodka,Cointreau,Lime juice,Simple syrup
ミスティア,ケテルワンウォッカ,コアントロー,ライムジュース,シュガーシロップ

¥1,404

※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。
※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

Frozen Cocktail Selection
フローズン　カクテル　セレクション



Highland ハイランド Speyside スペイサイド
Clynelish 14yrs ¥1,350 The Macallan 12yrs ¥1,404
クライヌリッシュ 14年 ザ マッカラン 12年

Glenmorangie Original ¥1,296 The Macallan 18yrs ¥2,700
グレンモーレンジィ オリジナル ザ マッカラン 18年

Glenmorangie Nectar D'or 12yrs ¥1,512 The Glenlivet 12yrs ¥1,188
グレンモーレンジィ ネクタードール 12年 ザ グレンリベット 12年

Glenmorangie 18yrs ¥1,944 The Glenlivet 18yrs ¥1,620
グレンモーレンジィ 18年 ザ グレンリベット 18年

Glenmorangie Signet ¥2,268 Lowland ローランド
グレンモーレンジィ シグネット Auchentoshan 12yrs ¥1,188

オーヘントッシャン 12年
Tomatin 12yrs ¥1,296
トマーティン 12年 Campbeltown キャンベルタウン

Springbank 10yrs ¥1,350
Tomatin 18yrs ¥2,160 スプリングバンク 10年
トマーティン 18年

Glen Scotia Double Cask ¥1,350
Royal Brackla 12yrs ¥1,296 グレンスコシア ダブルカスク
ロイヤルブラックラ 12年

Islay Island アイラ島
Oban 14yrs ¥1,620 Bowmore 12yrs ¥1,296
オーバン 14年 ボウモア 12年

Speyside スペイサイド Bowmore 18yrs ¥1,512
Strathisla 12yrs ¥1,296 ボウモア 18年
ストラスアイラ 12年

Laphroaig 10yrs ¥1,350
Glenfiddich 12yrs ¥1,188 ラフロイグ 10年
グレンフィディック 12年

Lagavulin 16yrs ¥1,620
The Balvenie 12yrs Double Wood ¥1,188 ラガヴーリン 16年
ザ バルヴェニー 12年 ダブルウッド

Ardbeg 10yrs ¥1,296
The Balvenie 14yrs Caribbean Cask ¥1,728 アードベッグ 10年
ザ バルヴェニー 14年 カリビアンカスク 

Skye Island スカイ島
The Balvenie 17yrs Double Wood ¥2,160 Talisker 10yrs ¥1,188
ザ バルヴェニー 17年 ダブルウッド タリスカー 10年

Glenfarclas 17yrs ¥1,728 Talisker 18yrs ¥1,836
グレンファークラス 17年 タリスカー 18年

※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

※ボトルのご用意もございます。お気軽にスタッフにお声がけください。
※Also available in bottles. Please feel free to ask staff.

※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。

Single Malt Scotch Whisky

シングル　モルト　スコッチ　ウイスキー



Ballantine's 17yrs ¥1,728
バランタイン 17年

Ballantine's 30yrs ¥6,480
バランタイン 30年

Chivas Regal 12yrs ¥1,080
シーバス リーガル 12年

Chivas Regal 18yrs ¥1,620
シーバス リーガル 18年

Johnnie Walker Black Label 12yrs ¥1,080
ジョニー ウォーカー ブラック ラベル

Johnnie Walker Double Black ¥1,080
ジョニー ウォーカー ダブル ブラック

Johnnie Walker Gold Label　Reserve ¥1,188
ジョニー ウォーカー ゴールド ラベル リザーヴ

Johnnie Walker Plutinum Label 18yrs ¥1,512
ジョニー ウォーカー プラチナム ラベル 18年

Johnnie Walker Blue Label ¥2,592
ジョニー ウォーカー ブルー ラベル

Old Parr 12yrs ¥1,296
オールド パー 12年

Old Parr Superior ¥1,944
オールド パー スーペリア

Royal Salute 21yrs ¥1,944
ロイヤル サルート 21年

Royalhousehold ¥3,240
ローヤルハウスホールド

Blended Scotch Whisky
ブレンデッド　スコッチ　ウイスキー

※Also available in bottles. Please feel free to ask staff.
※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。

※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

※ボトルのご用意もございます。お気軽にスタッフにお声がけください。



Jack Daniel's Black ¥972
ジャック　ダニエル　ブラック

Gentlman Jack ¥1,188
ジェントルマン ジャック

Maker's Mark Red Top ¥1,188
メーカーズマーク　レッド　トップ

Maker's Mark 46 ¥1,296
メーカーズマーク 46

Wild Turkey 8yrs ¥1,188
ワイルド　ターキー 8年

Wild Turkey 13yrs ¥1,512
ワイルド　ターキー 13年

Wild Turkey Rye ¥1,188
ワイルド　ターキー ライ

Bulleit Bourbon ¥1,188
ブレット バーボン

I.W Harper 12yrs ¥1,404
I.W ハーパー 12年

Blanton's ¥1,512
ブラントン

Four Roses Platinum ¥1,512
フォア　ローゼズ　プラチナ

American Whisky
アメリカン　ウイスキー

※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。
※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

※Also available in bottles. Please feel free to ask staff.
※ボトルのご用意もございます。お気軽にスタッフにお声がけください。



Yamazaki ¥1,242
山崎

Hakushu ¥1,296
白州

Fuji-sanroku Signature Blend ¥1,296
富士山麓シグニチャーブレンド

Yoichi ¥1,242
余市

Miyagikyo ¥1,188
宮城峡

Taketsuru Pure Malt ¥1,080
竹鶴 ピュア モルト

Nikka Coffey Malt ¥1,404
ニッカ カフェ モルト

The Nikka 12yrs ¥1,296
ザ・ニッカ 12年

White oak single mait Aakashi ¥1,188
ホワイトオーク　シングルモルト あかし

Ichiro's Mail & Grain White Label ¥1,188
イチローズ モルト＆グレーン ホワイトラベル

※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

Japanese Whisky
ジャパニーズ　ウイスキー

※ボトルのご用意もございます。お気軽にスタッフにお声がけください。
※Also available in bottles. Please feel free to ask staff.

※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。



Bush Mills ¥972
ブッシュ ミルズ

Black Bush ¥1,188
ブラック ブッシュ

Tullamore Dew ¥972
タラモア デュー　

Canadian Club Classic 12yrs ¥1,188
カナディアン クラブ クラシック 12年

Canadian Club Black Label ¥1,296
カナディアン クラブ ブラック ラベル

Canadian Club 20yrs ¥1,944
カナディアン クラブ 20年

Kavalan Classic Single Malt Whiskey ¥1,836
カバラン クラシック シングルモルト ウイスキー

Kavalan Concert Master ¥1,512
カバラン コンサートマスター

※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。
※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

Irish Whisky
アイリッシュ　ウイスキー

Canadian Whisky
カナディアン　ウイスキー

Taiwanese Whisky
台湾　ウイスキー

※ボトルのご用意もございます。お気軽にスタッフにお声がけください。
※Also available in bottles. Please feel free to ask staff.



Remy Martin V.S.O.P ¥1,188 Remy Martin X.O ¥2,268
レミー マルタン V.S.O.P レミー マルタン X.O

Hennessy V.S.O.P ¥1,404 Hennessy X.O ¥2,268
ヘネシー V.S.O.P ヘネシー X.O

Martell Cordon Bleu ¥1,620 Paul Giraud 25yrs ¥1,944
マーテル コルドン ブルー ポールジロー 25年

Chabot Napoleon ¥1,188 Gelas 10yrs ¥1,296
シャボー　ナポレオン ジェラス 10年

Le Calvados Pays d'Auge de Christian Drouin V.S.O.P ¥1,404
カルヴァドス ペイドージュ クリスチャン・ドルーアン　V.S.O.P

Marc d' Alsace ¥1,404
 de Gewurztraminer
マール ダルザス ゲヴュルツトラミネール

Grappa di moscato ¥1,296
グラッパ ディ モスカート

Williams Pear Brandy ¥1,296
ウィリアムス ペア　ブランデー （洋梨) 40度

Wild Raspberry Brandy ¥1,296
ワイルド ラズベリー　ブランデー (野イチゴ) 40度

Cognac

コニャック

カルヴァドス

Armagnac

※ボトルのご用意もございます。スタッフにお声がけください。

※Also available in bottles. Please feel free to ask staff.

※いずれも税込価格。※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。

※All prices include tax.　※A 10% service chargewill be addedto all prices.

アルマニャック

Carvados

Marc & Grappa & Fruit Brandy
マール＆グラッパ & フルーツブランデー



Glass 1/2 Bottle Full Bottle

Veuve Clicquot ¥2,376 ¥8,100 ¥14,040

 Yeｌｌow Label 
ヴーヴクリコ
 イエローラベル

Moet & Chandon ¥2,376 ¥8,100 ¥14,040

 Rose Imperial

モエ エ シャンドン
ロゼ アンペリアル

Red Glass White Glass

Ventoux Rouge ¥702 Ventoux Blanc ¥702

ヴァントゥー ルージュ ヴァントゥー ブラン

Kirin (Draft Beer) ¥810 Bottled Beer 500ml ¥864
キリン一番搾り（生ビール） (Kirin,Asahi,Sapporo,Suntory)

瓶ビール　500ml
(キリン,アサヒ,サッポロ,サントリー）

Guinness ¥918 Heineken ¥864
ギネス ハイネケン

Budweiser ¥864
バドワイザー

※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。
※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

Beer
ビール

Champagne
シャンパーニュ

Wine
ワイン



Tanqueray ¥1,080 Tanqueray No.10 ¥1,296
タンカレー タンカレー ナンバーテン

Bombay Sapphire ¥1,080 Kinobi ¥1,350
ボンベイ サファイヤ 季の美

Ketel One Vodka ¥1,188 Grey Goose ¥1,296
ケテル ワン ウォッカ グレイ グース

Zubrowka ¥1,080 Grey Goose L' Orange ¥1,296
ズブロッカ グレイ グース ル オランジェ

Ciroc Vodka ¥1,296
シロック ウォッカ

Myers ¥1,080 Bacardi Gold ¥1,080
マイヤーズ バカルディ ゴールド

Havana Club 7yrs ¥1,188 Ron Zacapa Centenario ¥1,296
ハバナ クラブ 7年 ロンサカパ センテナリオ

Sauza Silver ¥1,080 Herradura Plata ¥1,188
サウザ シルバー エラドゥーラ プラタ

Don Julio Silver ¥1,188
ドン フリオ シルバー

※All spirits by the glass are survings by 45ml. 
※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。

※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

Rum

ジン

※スピリッツは45mlで提供いたします。

ウォッカ

Vodka

Gin

ラム

Tequila
テキーラ



Martini ¥1,242 Gimlet ¥1,188
マティーニ ギムレット

White Lady ¥1,188 Gin Tonic ¥1,080
ホワイト レディ ジン トニック

Blue moon ¥1,188 Gin Fizz ¥1,188
ブルー ムーン ジン フィズ

Gin Ricky ¥1,188 Gin Lime ¥1,188
ジン リッキー ジン ライム

Balalaika ¥1,188 Screw Driver ¥1,296
バラライカ スクリュー ドライバー

Moscow Mule(wilkinson) ¥1,080 Cosmopolitan ¥1,296
モスコー ミュール コスモポリタン
(ウィルキンソンジンジャエール)

Salty Dog ¥1,296 Bloody Mary ¥1,080
ソルティ ドッグ ブラッディ メアリー

Daiquiri ¥1,188 Mai-tai ¥1,350
ダイキリ マイタイ

Mojito ¥1,188 X.Y.Z ¥1,188
モヒート エックス.ワイ.ズィ

Pina Corada ¥1,350 Blue Hawaii ¥1,350
ピニャ コラーダ ブルー ハワイ

Margarita ¥1,188 Tequila Sunrise ¥1,296
マルガリータ テキーラ サンライズ

Tequila Sunset ¥1,296 Matador ¥1,296
テキーラ サンセット マタドール

※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。
※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

Tequila Base
テキーラ　ベース

ラム　ベース
Rum Base

Cocktail
カクテル

Gin Base
ジン　ベース

Vodka Base
ウォッカ　ベース



Manhattan ¥1,296 New York ¥1,296
マンハッタン ニューヨーク

God Father ¥1,296 Rusty Nail ¥1,296
ゴッド ファーザー ラスティ ネイル

Side Car ¥1,404 Alexander ¥1,404
サイド カー アレキサンダー

Jack Rose ¥1,404 Olympic ¥1,404
ジャック ローズ オリンピック

Campari Soda ¥1,080 Campri Orange/Grapefruit¥1,296
カンパリ ソーダ カンパリ オレンジ

カンパリ グレープフルーツ

Cassis Soda ¥1,080 Cassis Orange/Grapefruit¥1,296
カシス ソーダ カシス オレンジ

カシス グレープフルーツ

Spumoni ¥1,080 Grass Hopper ¥1,188
スプモーニ グラス ホッパー

Fuzzy Navel ¥1,296 China Blue ¥1,188
ファジー ネーブル チャイナ ブルー

Bellini ¥1,728 Mimoza ¥1,728
ベリーニ ミモザ

Kir Royal ¥1,728 Kir Imperial ¥1,728
キール ロワイヤル キール インペリアル

Red Eye ¥1,080 Shandy Guff ¥1,080
レッド アイ シャンディ ガフ

※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。
※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

ブランデー　ベース

Cocktail
カクテル

ビール　ベース

Wine Base
ワイン　ベース

Beer Base

Liqueur Base
リキュール　ベース

Whisky Base
ウイスキー　ベース

Brandy Base



Rose Ginger ¥972 Peach Soda ¥972
ローズ ジンジャー ピーチ ソーダ

Strawberry Milk ¥972 Amaretto Coco Milk ¥972
ストロベリー ミルク アマレット ココ ミルク

Green Apple-moni ¥972 Non Alcoholic China Blue ¥1,080
グリーン アップルモーニ ノン アルコール チャイナ ブルー

Fresh Orange Juice ¥1,080 Fresh Grapefruit Juice ¥1,080
フレッシュ オレンジ ジュース フレッシュ グレープフルーツ

ジュース

Ginger Ale ¥702 Wilkinson Ginger Ale ¥864
ジンジャーエール ウィルキンソン ジンジャーエール

Coca Cola ¥702 Tomato juice ¥702
コカ コーラ トマト ジュース

Cranberry Juice ¥702 Pineapple juice ¥702
クランベリー ジュース パイナップル ジュース

Perrier ¥702 Fuji Mineral Watar ¥540
ペリエ 富士 ミネラルウォーター

Coffee 　 or 　 Espresso ¥864 Tea ¥864
コーヒー 又は　エスプレッソ 紅茶

Cappuccino ¥864 Caffe Latte ¥864
カプチーノ カフェ ラテ

Senya-issui ¥864 Hyaku-shu ¥864
(made from wheat)  (made from poteto)
千夜一酔　（麦：宮城県） 百秀　（芋：鹿児島県）

Rento ¥864 Yuzu-komachi ¥864

(made from brown-sugar) (made from yuzu-citrus)

れんと　（黒糖：鹿児島県） 柚子小町　（麦、柚子：長崎県）

※All shochu by the glass are survings by 45ml. 
※いずれも税込価格。　※記載料金に１０％のサービス料を加算させていただきます。

※All prices include tax.　※A 10% service charge will be added to all prices.

Non Alcoholic Cocktail
ノン アルコール カクテル

※焼酎は45mlで提供いたします。

Sho-chu
焼酎

Soft Drink
ソフト ドリンク


