
¥1,800

シグネチャーカクテル   Signature cocktails

Bathtub　バスタブ                                   ￥1,900
バスタブの形をした容器に入った、ユニークな巨峰のカクテル。
Kyoho grape cocktail served in bathtub glass.
ジン／巨峰リキュール／シトラスジュース／アールグレイの泡
Gin／Kyoho Liqueur／Citrus Juice／Earl Grey Foam

Yu-en　優艶（ゆうえん）                                                             ￥1,300
日本酒と梅酒の優しい味わいに、アクセントに山椒をきかせました。
A perfect blend of Japanese craft gin and Plum Wine accented with 
Japanese pepper for a spicy kick.                   
季の美／梅酒／日本酒／山椒
Japanese Craft Gin KI NO BI／Plum Wine／Sake／Japanese Pepper 

Blue Garden　ブルーガーデン                                      ￥1,300
日本の国民的アイスキャンディーを使用したユニークで爽やかなカクテル。
A playful twist on the ordinary cocktail featuring one of the most popular 
Japanese ice popsicles loved by locals.
梨リキュール／柚子ジュース／ガリガリ君／三ツ矢サイダー
Pear Liqueur／Yuzu Juice／Garigari-kun Ice Candy／Mitsuya Cider

Ethnic Pinacolada エスニックピニャコラーダ            ￥1,900
ピニャコラーダをエスニックなスパイスでアレンジしたトロピカルカクテル。
An exotic twist to the signature tropical cocktail accented with ethnic spices.
ホワイトラム／マリブ／フランジェリコ／アブサン／
パイナップルジュース／ココナッツミルク
White Rum／Malibu／Frangelico／Absinthe／Pineapple Juice／Coconuts Milk

上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。
お食事制限やアレルギーなどがございましたら、スタッフまでお申し付けください。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge.
Should you have any food allergies or special dietary requirements, please notify us when you order.



上記料金に別途、消費税及びサービス料（13%）を加算させていただきます。 
お食事制限やアレルギーなどがございましたら、スタッフまでお申し付けください。 
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

Should you have any food allergies or special dietary requirements, please notify us when you order.  

シグネチャーカクテル 
Signature Cocktails 
 
Bell Bouquet ベルブーケ        ￥1,300 
お花のフレーバーをまとった優しく華やかなカクテル。 
A beautifully blended cocktail infused with floral accents for an elegant 
moment.                    
白ワイン／パッションフルーツリキュール／ 
ローズシロップ／エルダーフラワーシロップ／ソーダ 
White Wine／Passion Fruit Liqueur／Rose Syrup／ 
Elderflower Syrup／Soda 
 
 
Tea Break ティーブレイク        ￥1,300 
抹茶の苦みと甘さが層になった和風カクテル。      
A Japanese-style cocktail where the bitterness of matcha blends with 
the sweet and creamy foam layer.                    
ジャパニーズジン／緑茶／抹茶リキュール／クリーム 
Japanese Gin／Green Tea／Matcha Liqueur／Cream  
 
 
Super Lemon スーパーレモン              ￥1,900 
自家製レモンソルベとキャンディを使った、爽やかな味わいと食感も楽
しめるカクテル。 
A refreshing and tingling cocktail made with homemade lemon sorbet 
and lemon candy.  
レモンジン／自家製レモンソルベ／スーパーレモンキャンディ／ソーダ 
Lemon Gin／Homemade Lemon Sorbet／Super Lemon Candy／Soda  
 
 
EJC                     ￥1,900                
自家製ジンジャーシロップ、ココナッツウォーターに豆腐を 
合わせたやさしい味わいのカクテル。 
A mellow tofu-inspired cocktail blended with ginger cordial and 
coconut water. 
豆腐ジン／豆腐ミルク／自家製ジンジャーシロップ／ 
ココナッツウォーター 
Tofu Gin／Soy Milk ／Ginger Cordial ／Coconut Water 



上記料金に別途、消費税及びサービス料（13%）を加算させていただきます。 
お食事制限やアレルギーなどがございましたら、スタッフまでお申し付けください。 
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

Should you have any food allergies or special dietary requirements, please notify us when you order. 

シグネチャーカクテル 
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Samurai Bull サムライブル          ￥1,900
塩昆布のエスプーマの食感と、程よい塩気が効いた、 
新感覚のソルティドッグ。 
A Japanese twist on Salty dog using salted kombu as an accent. 
ウォッカ／ライチリキュール／グレープフルーツジュース／ 
塩昆布のエスプーマ 
Grey Goose Vodka／Lychee Liqueur／Grapefruit Juice／ 
Salted Kombu Espuma 
 
 
Ho No Ka 火ノ香         ￥1,900   
柚子の香りに、シナモンをきかせたスパイシーなカクテル。 
Yuzu-flavored cocktail with a touch of cinnamon spice. 
ジン／柚子ジュース／コアントロー／シナモンビターズ 
Gin／Yuzu Juice／Cointreau／Cinnamon bitters 
 
 
Amore アモーレ        ￥1,300 
トマトとチーズが香る、マルゲリータピザのようなイタリアンカクテル。 
A Pizza Margherita inspired cocktail reminiscent of an Italian summer. 
ウォッカ／トマトジュース／トマトソース／ブレンドチーズ 
Vodka／Tomato Juice ／Tomato Sauce／Cheese 
 
 
Drink Cake ドリンクケーキ        ￥1,300 
お祝いにや女子会に。ショートケーキのようなデザートカクテル。 
A cocktail inspired by short cake perfect for celebrations.  
トムジン／桜リキュール／チョコレートリキュール／ 
パイナップルジュース／ミルク 
Tom Gin／Cherry Blossoms Liqueur／Chocolate Liqueur／ 
Pineapple Juice／Milk 
 
 
 
 



上記料金に別途、消費税及びサービス料（13%）を加算させていただきます。 
お食事制限やアレルギーなどがございましたら、スタッフまでお申し付けください。 
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

Should you have any food allergies or special dietary requirements, please notify us when you order. 

シグネチャーカクテル 
Signature Cocktails 
 
Cucumber Rushキューカンバーラッシュ     ￥1,300 
ヘンドリックスジンにメロンリキュールの甘みをつけた爽やかな 
カクテル。 
A beautifully blended cocktail infused with Hendricks Gin, cucumber 
essence and melon liquor for a refreshing flavor. 
ヘンドリックスジン／ミドリ／ライムジュース／蜂蜜 
Hendricks Gin／Midori／Lime Juice／Honey 
 
 
Sky Tour スカイツアー       ￥1,300 
空の旅をイメージし、ジンベースにカカオブルーのリキュールを 
ブレンドしたカクテル。 
A perfect blend of Japanese craft gin and cacao blue liquor inspired by 
the journey in the blue sky. 
六／カカオブルー／グレープフルーツジュース／ココナッツミルク 
Japanese Craft Gin ROKU／Cacao Blue／Grapefruit Juice／ 
Coconut Milk 
 
 
Cookie Time クッキータイム          ￥1,300 
夜のティータイムにふさわしいエスプレッソ香る、ビターで 
スイートなカクテル。 
A mildly sweet espresso infused cocktail designed for a cozy evening 
tea time. 
コーヒーリキュール／バニラアイス／エスプレッソ 
Coffee Liqueur／Vanilla Ice Cream／Espresso 
 
 
Fumo フーモ                ￥1,100 
イタリア語で煙を意味する「Fumo」 
シガーの香りを、夜景と共に、ゆっくりとお楽しみください。 
A smoky cocktail with the perfect balance of sweetness and acidity to 
go with the Tokyo night view 
ラム／紅茶リキュール／アンゴスチュラビターズ／オレンジジュース 
Rum／Tea Liqueur／Angostura Bitters／Orange Juice 



上記料金に別途、消費税及びサービス料（13%）を加算させていただきます。 
お食事制限やアレルギーなどがございましたら、スタッフまでお申し付けください。 
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

Should you have any food allergies or special dietary requirements, please notify us when you order. 

シグネチャーカクテル 
Signature Cocktails 
 
Watermelon Sherbet ウォーターメロンシャーベット    
                                               ￥1,300  
爽やかなウォーターメロンの、気持ちが弾むフローズンカクテル。 
A refreshing frozen rum cocktail with refreshing undertones of orange 
and watermelon. 
ラム／オレンジリキュール／スイカシロップ 
Rum／Orange Liqueur／Watermelon Syrup 
 
 
Raisin Tree レーズンツリー       ￥1,900 
甘くまろやかなレーズンを香り高いラムで引き立てたカクテル。 
A sweet and mellow rum-based cocktail complemented with the 
aroma of rum and raisin. 
ダークラム／クリーム／レーズン／シロップ 
Dark Rum／Cream／Raisin／Syrup 
 
 
Vinegar ビネガー                   ￥1,300 
優しく甘い赤ワインをお酢でスタイリッシュに仕上げたカクテル。      
A stylish red wine cocktail finished off with the tartness of wine 
vinegar.  
赤ワイン／アップルパイシロップ／ワインビネガー 
Red Wine／Apple Pie Syrup／Wine Vinegar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



上記料金に別途、消費税及びサービス料（13%）を加算させていただきます。 
お食事制限やアレルギーなどがございましたら、スタッフまでお申し付けください。 
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

Should you have any food allergies or special dietary requirements, please notify us when you order. 

シグネチャーカクテル 
Signature Cocktails 
 
White Truffle Alexander ホワイトトリュフアレキサンダー             

￥1,300   
「プリンセス・メアリー」をアレンジ、チョコと塩の相性の良さと 
トリュフのクセが合わさったカクテル。 
A creative twist on the Princess Mary cocktail featuring chocolate and 
truffle salt for a refined experience. 
ジン／ホワイトチョコリキュール／フランジェリコ／クリーム／ 
トリュフ塩 
Gin／White Chocolate Liqueur／Frangelico／Cream／Truffle Salt 
 

 

Ice Blossom アイス ブロッサム      ￥1,300   
日本のお花見をイメージ、桜の花びらが舞う情景をチェリーリキュール
で表現した、少しひんやりとした桜カクテル。 
A sweet and romantic cocktail inspired by the fluttering cherry 
blossoms in Spring. 
ラム／ピーチリキュール／ピーチジュース／桜リキュール 
Rum／Peach Liqueur／Peach Juice／Sakura Liqueur 
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