
We kindly ask you for an additional ¥350 / person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.    17時以降コペルト[席料]をお一人様385円、22時以降深夜料金を10％頂戴しております。 

Stella Artois   | Belgium | ステラ アルトワ

#9 HAZY    | YOKOHAMA, JAPAN |    ナンバーナイン・ヘイジー
From number nine brewery

250ml 550 [税込605]Hoegaarden | Belgium | ヒューガルデン

MOCKTAIL 
mango Virgin Pina Colada -Coconuts, mango, Milk  マンゴー ヴァージン・ピニャコラーダ 650 [税込715]

Berrys POP - Lemonade, Ginger syrup, sprite, mix berry, lemon  ベリーズポップ  650 [税込715]

FRESH lemonade  -Fresh Lemon, Syrup, Water   フレッシュレモネード  500 [税込550]

rosemary pop -rosemary, lime, syrup, soda, tonic   ローズマリーポップ  500 [税込550]

ROSA poptail   -Ice pop, raspberry syrup, mint, ginger ale  ローザ・ポップテル  800 [税込880]

Non Alcohol Cocktail

yuzu & ginger
Virgin Mojito

ピニャコラーダ Piña Colada   

キウイ kiwi

5種類のフレッシュフルーツミックス fruit mix

ぎゅっと絞った いちご strawberry

THE POPTAIL
▶  Choose your ICE POP!  お好きなアイスポップをお選びください！

おすすめ！無添加アイスポップに
スパークリングワインを注ぐ
華やかなカクテル！
　- ICE POP 
　-sparkling wine

ROSA poptail  　800
ローザ・ポップテル
-Ice pop
-raspberry syrup
-mint
-ginger ale

The Poptail
ザ・ポップテル　　1000

Non Alcohol Cocktail

YUZU, MINT, GINGER & SODA

[税込1,100] [税込880]

Martini Rosé
マティーニ・ロゼ
Bombay Sapphier,  Rose wine, 
Honey, Elder Flower, Cranberry

Shibujito
シブヒート
La gitana, Yuzu, lime, 
Ginger ale & soda

700
[税込770]

Limonegro
リモーネグロ
Limoncello, White wine, lemon, 
rosemary, cola & soda

700
[税込770]

Apemoni
アペモーニ
Aperol, Grapefruit,
Angostura Bitters, Tonic, Orange

650
[税込715]

850
[税込935]

Fruits & Sparkling
フレッシュフルーツ 
& スパークリング

季節の果物絞った果実感
たっぷりのフレッシュジュースを
スパークリングワインで割りました。

850 [税込935]

Fresh

Sweet

Refresh

Highball

550 [税込605] 515ml  1000 [税込1,100]

354ml   950 [税込1,045]

柚子と生姜の
ヴァージンモヒート
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Tipsy?
ティプシー?
Jasmin Tea, Apple, rosemary syrup, 
lemon, cardamon

600
[税込660]

650
[税込715]

mandarin &
cardamom fizz
マンダリンとカルダモンのフィズ

750 [税込825]

Mojito

mandarin &
passionfruit
spritzer
マンダリンとパッション
フルーツのスプリッツァー

800 [税込880]

noilly prat dry
aperol
mandarin passion mix
syrup
ginger ale & soda

gold kiwi &
basil martini
ゴールドキウイと
バジルのマティーニ
basil gin
gold kiwi puree
lime juice
syrup
fernet branca menta
basil leaf

900 [税込990]

Aperitivo

a tu SALUDE

modelo especial  | mexico |   モデロエスペシャル　 　　  　　　550 [税込605]

pacifico  | mexico |     パシフィコ 　 　　   　　　550 [税込605]

Goose Island IPA  | USA |    グースアイランド IPA　　　  　　　750 [税込825]

Sapporo premium  Alcohol free | NO Alc. | 　  サッポロ プレミアム アルコールフリー 　　    　　　500 [税込550]b
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gold kiwi
cuban mule
ゴールドキウイの
キューバン・ミュール

850 [税込935]

havana club 3yrs
gold kiwi puree
grapefruit juice
syrup
ginger ale

ITALIAN LEMONADE                                                                                                                                              イタリアンレモネード  550 [税込605] 
Sangria rosso - Red wine, berry, syrup 　　　　　サングリア・ロッソ                        550 [税込605]

Grape squash - Carpano Dry, White Grape Juice, Lemon, Sprite  グレープスカッシュ  600 [税込660]

Classic breeze                                クラシック・ブリーズ  600 [税込660]

bombay sapphier & Tonic   - Bombay Sapphier, Tonicwater, lime  ボンベイサファイア ジントニック 550 [税込605]

italian Highball - Dewar's, Campari, Sweet Vermouth, Lemon,  Soda & Tonic  イタリアン・ハイボール  650 [税込715]

glenmorangie Highball - Glenmorangie, orange, soda  グレンモーレンジィ・ハイボール 750 [税込825]

the Mojito  - Havana club3y, mint, syrup, lime, tonic &soda  ザ・モヒート   　　　   800 [税込880]

yuzu & Ginger Mojito - Havana club3y, mint, yuzu, ginger ale &soda  柚子ジンジャーモヒート　　　 800 [税込880]

Grey goose                  650
Moscow Mule          [税込715]

グレイグース・モスコミュール
Grey goose, Ginger Ale

#8 Gin & Tonic                      650
No.8 ジントニック              [税込715]

#8 Gin, Tonicwater

DEWAR’S 12Y                  550
Highball                        [税込605]

デュワーズ12年・ハイボール
dewar’s 12Y, Soda

Rigoletto Standard
- Lemonade, Montepulciano d'Abruzzo,
   Fernet blanca, cinnamon

- Bombay Sapphier, Heering, Cranbery,
   Grapefruit, Grenadine, soda, lime

236ml   800 [税込880]   354ml   1100 [税込1,210]coffee stout    | YOKOHAMA, JAPAN |    コーヒー・スタウト
From number nine brewery

mandarin spirits
mandarin juice
cardamom syrup
lemon
dried mandarin



VODKA
GrEy goose   グレイグース  　　　　600 [税込660]

Belvedere   ベルヴェデール  　　　　800 [税込880]

TEQUILA
batanga    バタンガ    500 [税込550]

Cuervo Traditional Silver  クエルボトラディショナル シルバー  650 [税込715]

Cuervo Traditional Reposado  クエルボトラディショナル レポサド  750 [税込825]

Don Julio Blanco  ドンフリオブランコ   900 [税込990]

Patron Silver    パトロン シルバー  　　　　　       900 [税込990]

Patron Anejo    パトロン アネホ　 　　　　　1800 [税込1,980]

RUM
Havana Club 3y ハバナクラブ 3年  500 [税込550]

bacardi carta blanca バカルディ カルタブランカ 500 [税込550]

bacardi  eight   　　　　  バカルディ エイト  600 [税込660]

Havana Club 7y ハバナクラブ 7年   700 [税込770]

Ron Zacapa Centenario 23y　ロンサカパ センティナリオ  900 [税込990]

GIN
NUMBER EIGHT GIN    ナンバー8ジン  600 [税込660]

Bombay Sapphier ボンベイサファイア  500 [税込550]

HENDRICK’s   ヘンドリックス 　　　　　900 [税込990]

MONKEY47   モンキー47 　　 　　   900 [税込990]

liqueur
maribu    マリブ   600 [税込660]

Aperol    アペロール   500 [税込550]

TEAra     ティアラ   600 [税込660]

tiamaria    ティアマリア　  600 [税込660]

Vermouth 
CARPANO CLASSICO  カルパノ クラシコ  500 [税込550]

CARPANO  DRY   カルパノ ドライ  500 [税込550]

hildon still   ヒルドン スティル                         700 [税込770] / 500ml

hildon sparkling  ヒルドン スパークリング 　　700 [税込770] / 500ml

Blended Coffee  　　 450[税込495]
リゴレット ブレンドコーヒー

Espresso 
エスプレッソ

orange juice        フロリダ産100%ストレートオレンジジュース     450 [税込495]

grapefruit juice    フロリダ産100%ストレートグレープフルーツジュース  450 [税込495]

Izutsu concord grape juice 井筒コンコード 黒ブドウジュース    550 [税込605]

Coca Cola   コカ・コーラ   350 [税込385]

Ginger Ale   ジンジャーエール  350 [税込385]

sprite    スプライト   350 [税込385]

Tonic Water   トニックウォーター  350 [税込385]

PINEAPPLE JUICE  パイナップルジュース  450 [税込495]

Red bull   レッドブル   600 [税込660]

Fever tree GINGER BEER  フィーバーツリー・ジンジャービア 500 [税込550]

Mediterranean Tonic  フィーバーツリー・メディタレーニアントニック 500 [税込550]

COFFEE & TEA

JUICE, SODA POP

 WATER

make your self

Soda   ソーダ   + 50 [税込55]

Coca Cola  コカコーラ   + 50 [税込55]

Ginger Ale  ジンジャーエール  + 50 [税込55]

sprite   スプライト    + 50 [税込55]

Tonic Water 　  トニックウォーター  + 50 [税込55]

Oolong tea  烏龍茶  　  + 100 [税込110]

Orange Juice オレンジジュース  + 250 [税込275]

Grapefruit Juice  グレープフルーツジュース  + 250 [税込275]

GINGER BEER  ジンジャービア  + 300 [税込330]

Mediterranean Tonicメディタレーニアン トニック   + 300 [税込330]

Red bull  レッドブル   + 400 [税込440]

Whisky & Brandy
Dewar's 12Y  - Scotch / blended  デュワーズ12年   500 [税込550]

Johnnie Walker Black label  ジョニーウォーカー
 　　　　　- Scotch / blended ブラックラベル  600 [税込660]

Canadian Club - canadian  カナディアンクラブ   600 [税込660]

Maker's Mark - amrican / burbon  メイカーズマーク   600 [税込660]

Jameson black barel- ilish  ジェイムソン ブラックバレル   650 [税込715]

Chivas Regal - Scotch / blended  シーバスリーガル    700 [税込770]

Glenmorangi - Scotch / single molt　グレンモーレンジイ     700 [税込770]

YAMAZAKI - japanese / single molt  山崎 シングルモルト   900 [税込990]

HAKUSYU - japanese / single molt  白州 シングルモルト   900 [税込990]

Laphroaig 10y- Scotch / single molt　  ラフロイグ10年                1000 [税込1,100]

Calvados Grand Solage de Boulard  カルバドス ブラー グランソラージュ  1100 [税込1,210]

RÉMY MARTIN     レミーマルタンVSOP   900 [税込990]

Hennessy VS    ヘネシーVS    800 [税込880]

We kindly ask you for an additional ¥350 / person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.  
17時以降コペルト[席料]をお一人様385円、22時以降深夜料金を10％頂戴しております。 

Sherry & Grappa
Manzanilla La Gitana  マンサニージャ ラ ヒターナ   600 [税込660]

Grappa di Brunello   グラッパ ディ ブルネロ  800 [税込880]

Rosehip  　　 500 [税込550]

ローズヒップ

Apple Cinnamon 　  　500 [税込550]

アップルシナモン

Iced Tea  Earl Grey 　  　   500 [税込550]

アイスティー アールグレイ ディンブラ

Iced Oolong Tea  　  　450 [税込495]

アイス烏龍茶

 Solo/ 450 [税込495]
Doppio/  600 [税込660]

Iced Coffee  　　450 [税込495]
アイスコーヒー

Fresh Herb Tea  　 　550 [税込605]

フレッシュハーブティー ミント & ローズマリー

Earl Grey　 　　  550 [税込605]

アールグレイ

Chamomile  　　500 [税込550]

カモミール

Jasmine Tea  　　500 [税込550]

ジャスミンティー

Caffe Latte  　　 550 [税込605]

カフェラテ [ICE or HOT]

FLAVOuR LATTE  　　600 [税込660]
| Caramel  or  Vanilla |

フレーバーラテ |キャラメル or バニラ|

英国が世界に誇る ナチュラル・ミネラルウォーター


