


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.

メスカルブームを世界に広めたレジェンドブランド。奥深く、研ぎ澄まされた味わいは幅広く楽しま
れ、エキスパート達からも最高峰と評される本物のメスカル。血糖値、二日酔いの心配がいらない
との研究結果が出ているアガヴェが原料のお酒。伝統的なハンドクラフト製法、完全なオーガニッ
ク。ウェスティンホテル東京にて、日本未発売「Los Danzantes」をお楽しみください。
Be the very first to get a sip of the Los Danzantes Mezcal which is yet to be released 
in Japan. A Mexican legend produced from agave using artisan techniques, this 
hand-crafted mezcal is 100% organic and is less likely to give you a hangover.

ロス・ダンザンテス エスパディン ホーベン 
Los Danzantes Espadin Joven
研ぎ澄まされたメスカル。ロス･ダンザンテスが導きだした究極のバランス。
アガヴェに加え、溶岩石、スモーク、木の風味を感じて。
This artisanal mezcal is infused with flavors of the earth, volcanic 
rock and local woods that awaken our senses and connect 
heartfelt emotions.

ロス・ダンザンテス エスパディン レポサド 
Los Danzantes Espadin Reposado
オークを焼いた新樽で9カ月熟成。メスカルの特徴を活かしつつまろやか
さを出すことに成功した、数少ない熟成メスカル。
Mezcal made from maguey espadín and aged for nine months 
resulting in that lasting flavor that lingers on your palate.

アリプス サン・ホアン  
Alipus San Juan
アリプスは、テロワールによる特徴の違いを伝えるためにロス・ダンザンテス
が立ち上げたブランド。サン・ホアン地域の蒸留所をサポートしながら2000
年より展開。とても華やかな、フルーツブランデーの様な風味が特徴。
Alipús started out as an alternative project supported by Los 
Danzantes Distillery featuring the individual characters of each 
mezcal result from distinctive terroirs. 
Carefully distilled in local family owned distilleries with the 
support of Los Danzantes, this mezcal has a soft delicate touch 
with a fruity and whisky-like flavor profile.

Glass ￥1,700

Glass ￥1,600

Glass ￥1,800

メスカル "ロス・ダンザンテス" 
Mezcal “Los Danzantes”



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.

メスカルブームを世界に広めたレジェンドブランド。奥深く、研ぎ澄まされた味わいは幅広く楽しま
れ、エキスパート達からも最高峰と評される本物のメスカル。血糖値、二日酔いの心配がいらない
との研究結果が出ているアガヴェが原料のお酒。伝統的なハンドクラフト製法、完全なオーガニッ
ク。ウェスティンホテル東京にて、日本未発売「Los Danzantes」をお楽しみください。
Be the very first to get a sip of the Los Danzantes Mezcal which is yet to be released 
in Japan. A Mexican legend produced from agave using artisan techniques, this 
hand-crafted mezcal is 100% organic and is less likely to give you a hangover.

ロス・ダンザンテス エスパディン ホーベン 
Los Danzantes Espadin Joven
研ぎ澄まされたメスカル。ロス･ダンザンテスが導きだした究極のバランス。
アガヴェに加え、溶岩石、スモーク、木の風味を感じて。
This artisanal mezcal is infused with flavors of the earth, volcanic 
rock and local woods that awaken our senses and connect 
heartfelt emotions.

ロス・ダンザンテス エスパディン レポサド 
Los Danzantes Espadin Reposado
オークを焼いた新樽で9カ月熟成。メスカルの特徴を活かしつつまろやか
さを出すことに成功した、数少ない熟成メスカル。
Mezcal made from maguey espadín and aged for nine months 
resulting in that lasting flavor that lingers on your palate.

アリプス サン・ホアン  
Alipus San Juan
アリプスは、テロワールによる特徴の違いを伝えるためにロス・ダンザンテス
が立ち上げたブランド。サン・ホアン地域の蒸留所をサポートしながら2000
年より展開。とても華やかな、フルーツブランデーの様な風味が特徴。
Alipús started out as an alternative project supported by Los 
Danzantes Distillery featuring the individual characters of each 
mezcal result from distinctive terroirs. 
Carefully distilled in local family owned distilleries with the 
support of Los Danzantes, this mezcal has a soft delicate touch 
with a fruity and whisky-like flavor profile.

Glass ￥1,700

Glass ￥1,600

Glass ￥1,800

メスカル "ロス・ダンザンテス" 
Mezcal “Los Danzantes”


