
ソフトドリンク  
Soft Drink 

 
フルーツジュース Fruit Juice 

グレープフルーツジュース   Grapefruit Juice ￥1,050  

オレンジジュース   Orange Juice ￥1,050  

 
ジュース Juice  

スプライト   Sprite ￥650  

コカ・コーラ   Coca-Cola ￥650  

コカ・コーラ ゼロ   Coca-Cola Zero ￥650  
 

ジンジャーエール   Ginger Ale ￥650  
 
 

ミネラルウォーター&炭酸水 Mineral & Sparkling Water 

エビアン   Evian ￥800  

国産ミネラルウォーター   Japanese Mineral Water ￥600  

ペリエ   Perrier ￥800  

山崎の水 発砲   Yamazaki Water Sparkling ￥ 800 

カナダドライ トニックウォーター  Canada Dry Tonic Water   ￥650 

シュウェップス トニックウォーター Schweppes Tonic Water ￥700 

 
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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 



アペタイザー＆サラダ フィンガーフード  
 

Appetizer & Salad Finger Food 

17:00-23:00 
 

ミックスサラダ ゴートチーズとチアシード 
Field green salad with goat cheese and chia seeds  

 
  

 
￥2.000 

ガーリックシュリンプ レモン風味 アボガド添え 
Lemon garlic shrimp with avocado 

  
￥2.500 

 
カリフラワーとヒヨコ豆、胡麻のフスム グリルピタと野菜添え 
Roasted cauliflower Hummus with grilled pita and vegetables 

￥2.300 
スモークサーモンとオニオンハーブサラダ
レモンドレッシング 
Smoked salmon with onion-herb salad lemon dressing 

￥1.800 
 

フィッシュ＆チップス タルタルソース
モルトビネガーとレモン添え 
Fish and Chips with a Tartar sauce, 

malt vinegar and lemon  ￥2.400 

海老とパプリカ、オリーブのアヒージョ 

Ahijo of shrimp, bell pepper and olive ￥2.400 

 
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 



アペタイザー＆サラダ フィンガーフード  
 

Appetizer＆Salad Finger Food 

17:00-23:00 

奈良漬けチーズのピンチョス 
Pickled Cheese Vegetable Pinchos 
in Sake Lees ￥1.500 

生ハム 
Cured Ham ￥2.500 

フルーツの盛り合わせ 
Assorted   Cheese ￥2.150 

チーズの盛り合わせ 
Assorted Cheese ￥2.150 

チョコレート 
Chocolate ￥1.200 

ミックスナッツ 
Mixed Nuts ￥1.200 

ポテトチップス 
Potato Chips ￥700 

ドライフルーツ 
Dry Fruits ￥1.200 

フレンチフライ 
French Fries ￥850 

 
 
 
 

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 



パスタ＆ピッザ  
 

Pasta＆Pizza 

 

Spaghetti ￥2.400 
mushrooms, dried tomatoes, garlic, chili, olive oil (V) df  
スパゲッティ 

キノコとドライトマトのペペロンチーノ 

 
Pumpkin gnocchi ￥2.600 
bacon and vegetable gratin, lotus root chips (P) 
カボチャのニョッキ 

ベーコンと野菜のグラタン仕立て 蓮根のチップ添え 
 

Fettuccine ￥2.800 
seafood, tomato cream sauce, herbs  
フェットチーネ 
海の幸のトマトクリームソース ハーブ添え 

 

Homemade Pizza ￥3.000 
four cheese cream, chicken, boiled egg, rucola 
自家製ピッツァ  
4種のチーズクリームとチキン、ボイルドエッグ ルーコラ添え 

 
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 



ベーカリー   
 

Bakery 

17:00-23:00 
 

クラブハウスサンドウィッチ 
Club House Sandwich 

フライドシュリンプ＆フィッシュ サンドウィッチ 
Fried Shrimp ＆Fish Sandwich 

野菜サンドウィッチ 
Vegetable Sandwich 

ビーフバーガー 
Beef Burger 
* ベーコンとチェダーチーズ 又は ブルーチーズをお選びいただけます。 
Grilled beef, your choice of grilled bacon, cheddar cheese or blue cheese. 

* 追加 Additional: フライドエッグ Fried egg ￥200 

特製ビーフメンチカツサンドウィッチ 
Minced Beef Cutlet Sandwich 

ローストビーフのフォッカチャサンドウィッチ 
Roasted Beef Focaccia Sandwich 

サーモンのクロワッサンサンドウィッチ 
Salmon Croissant Sandwich 

 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

￥2.100 

 
￥2.100 

 
￥1.500 

 
￥2.650 

 
 
 
￥2.000 

 
￥1.900 

 
￥1.550 

 

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 



マリオットワイン   
 

Marriott Wine of the World 

シャンパーニュ Champagne  
モエ  エ  シャンドン  モエ   アンぺリアル   Glass￥2.200   Bottle￥13.000 Moet 
et Chandon Moet Imperia  
モエ  エ  シャンドン  ロゼ   アンぺリアル   Glass￥2.500   Bottle￥14.350 Moet 
et Chandon Rose Imperia  
ヴ － ヴ    ク リ コ    イ エ ロ － ラ ベ ル    Glass￥2.400    Bottle￥13.500 
Veuve Clicquot Yellow Label      

 

白ワイン White Wine      
マ ト ゥ ア    ソ ー ビ ィ 二 ヨ ン ブ ラ ン                             Glass    ￥1.200 
Matua Sauvignon Blanc (Newzealand）                                     Bottle   ￥5.500 
ト レ ス   パ ッ ゾ   ダ   ブ ル サ ス ア ル バ ニ ィ ー ニ ョ   Glass    ￥1.300 
Torres Pazo das Bruxas Albarino (Spain)                                    Bottle   ￥6.000 
シ ャ ブ リ    ウ イ リ ア ム    フ ェ ー ブ ル                        Glass    ￥1.500 
Chablis William Fevre (France)                                                   Bottle   ￥6.800 
シ ャ ト ー フ ェ ラ ン ブ ラ ン                                           Glass   ￥1.800 
Chateau Ferrande Blanc (France)                                               Bottle   ￥8.500 
フ リ ー マ ー ク ア ビ ー シ ャ ル ド ネ                           Glass    ￥1.800 
Freemark Abbey Chardonnay Napa Valley (USA) Bottle ￥11.100  

 

赤ワイン Red Wine  
べリンジャー ファウンダーズ  カベルネ  ソーヴィニヨン  Glass  ￥1.200 Beringer 
Founder’s Estate Cabernet Sauvignon (USA)                Bottle    ￥5.500 マ ト ゥ ア 
ピ ノ    ノ ワ ー ル                                                Glass     ￥1.200 Matua Pinot Noir 
(Newzealand)                                                   Bottle    ￥5.500 リ カ ゾ ー リ    キ 
ャ ン テ ィ ク ラ シ コ                           Glass     ￥1.300 Ricasoli Brolio Chianti 
Classico DOCG (Italy)                              Bottle    ￥6.000 シ ャ ト ー    フ ェ ラ ン 
ル ー ジ ュ                                   Glass     ￥1.800 Chateau Ferrande Rouge 
(France) Bottle ￥8.500  
シャトー   サンミッシェル   インディアンウェールズ                    Glass   ￥1.600         

   カ ベ ル ネ ソ ー ヴ ィ ニ ヨ ン                                                       Bottle   ￥7.500          
   Chateau Ste Michelle Indian Wells Cabernet Sauvignon (USA)  

  ヤンガラ エステート オールド ヴァイン グルナッシュ Glass ￥2.200  
    Yangarra Estate Old Vine Grenache (Australia) Bottle ￥11.100  
    ペンフォールズ   クヌンガ   ヒル   シラーズ   カベルネ                 Glass   ￥1.200  

 Penfolds Koonunga hill 76   Shiraz    Cabernet (Australia）           Bottle ￥5.500  
 

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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 



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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

 

 

ビール&ノンアルコールカクテル  
Beer & Non Alcoholic-Cocktail 

ドラフトビール Draft Beer  
ギ ネ ス Guinness                                              Half Pint￥1.400     1Pint ￥2.700 
サ ッ ポ ロ   Sapporo                                        Pilsner  ￥1.300      1Pint  ￥2.400 
エ ビ ス       Yebisu                                          Pilsner  ￥1.300       1Pint  ￥2.500 
白 穂 香   Shirohonoka                                    Pilsner  ￥1.350       1Pint  ￥2.600 

ボトルビール Bottled Beer  
サ ッ ポ ロ 黒 ラ ベ ル Sapporo Black Label ￥1.050  
エ ビ ス       Yebisu                                                                                     ￥1.050 
エ ビ ス 黒       Yebisu Black                                                                     ￥1.050 ア 
サ ヒ ス ー パ ー ド ラ イ    Asahi Super Dry                                         ￥1.050 キ 
リ ン ラ ガ ー ビ ー ル    Kirin Lager Beer                                             ￥1.050 サン
トリーザ・プレミアムモルツ   Suntory The Premium Malt’s            ￥1.050 バ ド 
ワ イ ザ ー    Budweiser                                                                    ￥1.150 コ ロ 
ナ Corona                                                                                          ￥1.100 ギ ネ 
ス    ス タ ウ ト Guinness Stout                                                       ￥1.150 ハ イ ネ 
ケ ン Heineken ￥1.000  

ノンアルコールビール Non-Alcoholic Beer  
サッポロ プレミアムアルコールフリー  
Sapporo Premium Alcohol Free ￥900   

ノンアルコールカクテル Non-Alcoholic Cocktail  
シ ャ ー リ ー テ ン プ ル Shirley Temple ￥1.000   
スプライト／グレナディン シロップ

Sprite／Grenadine Syrup  

ト ウ キ ョ ー メ ロ デ ィ ー Tokyo Melody ￥1.050  
オレンジジュース／パイナップルジュース／マンゴージュース／グレナディンシロップ

Orange Juice／Pineapple Juice／Mango Juice／Grenadine Syrup  

エ ビ ス パ ラ ダ イ ス Yebisu Paradise ￥1.050  
オレンジジュース／パイナップルジュース／マンゴージュース／ライムシロップ

Orange Juice／Pineapple Juice／Mango Juice／Grenadine Syrup／Lime Syrup  



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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

 

 

スペシャルカクテル  
Special Cocktail 

ス ノ ー ホ ワ イ ト                                                                ￥1.900 Snow 
White  
ヨーグルトリキュール／ヨーグルト／蜂蜜
Yoghurt Liqueur／Yoghurt／Honey  
  
ヨーグルトと蜂蜜を使用したカクテル。乳酸菌とビタミンB群を持つヨーグ
ルトに蜂蜜を加えることで、単体で食べるよりも高い美肌効果が期待できま
す。  
Cocktails based with yoghurt and honey Yoghurt with lactic acid 
bacterium and vitamin B group. Combined with honey, would give 
increased effect on producing beautiful skin.  
  
エ タ ニ テ ィ ー                                                             ￥1.350 Eternity  
チョコレート／シナモン／ベイリーズアイリッシュクリーム／ミルク／ 
クリーム  
Chocolate／Cinnamon／ Baileys Irish Cream／Milk／Cream  
  
チョコレートとシナモンを使用したカクテル。チョコレートとシナモンに
含まれる抗酸化作用で、アンチエイジング効果が期待できます。   Cocktail 
based with chocolate and cinnamon. Combination of cinnamon  
for anti-aging effect and chocolate with antioxidant effect generates food 
synergy  

 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

オリジナルスペシャルカクテル Original Special Cocktail  
  
ア モ ー レ                                                                                      ￥1.300 
Amore  
アブソリュートウォッカ／トマトジュース／トマトソース／クリームチーズ／蜂蜜／ オリーブオイル
Absolute Vodka／Tomato Juice／Tomato Sauce／Cream Cheese／Honey／Olive Oil  
ピザマルゲリータの味を再現したスペシャルカクテル。
Special cocktail reproducing the taste of Pizza Margarita.  

  
   ベジタブル＆フルーツカクテル Vegetable & Fruits Cocktail  

  
シ ト ラ ス グ リ ー ン                                                                     ￥1.350 Citrus 
Green  
グレープフルーツジュース／セロリ／ジン／ 
Grapefruits juice／Celery／Gin  
グレープフルーツジュースにセロリを合わせた清涼感いっぱいのショートカクテル。
Short Cocktail with Grapefruits and Celery, full of pleasant cooling sensation.  
  
オ ー タ ム フ ェ ス タ                                                                  ￥1.350 Autumn 
Festa                                                                                            
マンゴージュース／オレンジジュース／パイナツプルジュース／バナナ／ミルク／マーテルVSOP 
Mango Juice／Orange Juice／Pineapple Juice／Banana／Milk／Martell VSOP  
栄養補給もできる飲み易いベジタブルカクテル。  
Vegetable cocktail with mango, orange, pineapple juice, banana and pumpkin, suave and nourishing 
cocktail  

  

    ローカロリーカクテル Low Calorie Cocktail  

  
ロ ー カ ロ リ ー キ ュ ー バ リ ブ レ                                                      ￥1.200 
LC Cuba Libre  
ラム／コカ・コーラゼロ／ライム
Rum／Coca-cola Zero／Lime  
コカ・コーラゼロを使用し、カロリー抑えたキューバリブレをご提供いたします。
Cuba Libre made with calorie free Coca-cola Zero  

  
ジ ー ジ ー テ ィ ー                                                                           ￥1.350 G.G.T      
グレイグースウォッカ／グレープフルーツジュース／トニックウォーター  
Grey Goose Vodka ／ Grapefruits juice／ Tonic Water  
プレミアムウォッカ  グレイグースを使用し、グレープフルーツとトニックウォーターで仕上げた喉越し
爽やかなローカロリーカクテル。  
Crisp cocktail with premium Vodka Greygoose. Low–calorie cocktail with crisp and refreshing taste 
using grapefruits and tonic 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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 



カクテル  
Cocktail 

 

 

    

 
ア レ キ サ ン ダ ー                                                                   ￥1.450 Alexander                                                                            
マーテルVSOP／カカオブラウン／クリーム                   Martell 
V.S.O.P／Cacao Brown ／Cream  
  
バラライカ ￥1.200 Balalaika  
アブソリュートウォッカ／コアントロー／レモンジュース
Absolute Vodka／Cointreau／Lemon Juice  
  
ビトウィーン ザ シーツ ￥1.450 Between The Sheets  
マーテルVSOP／バカルディホワイトラム／コアントロー／レモンジュース
Martell V.S.O.P／Bacardie White Rum／Cointreau／Lemon Juice  
  
ブ ラ ッ ク ル シ ア ン                                                                      ￥1.200 Black 
Russian  
アブソリュートウォッカ／カルーア
Absolute Vodka／Kahlua  
  
ブ ラ ッ デ ィ ー マ リ ー                                                                ￥1.200 
Bloody Mary  
アブソリュートウォッカ／トマトジュース／レモン／セロリ
Absolute Vodka／Tomato Juice ／Lemon／ Celery  
  
ブ ル ー ム ー ン                                                                                 ￥1.200 Blue 
Moon  
ボンベイサファイアジン／パルフェタムール／レモンジュース
Bombay Sapphire Gin／Parfait Amour／Lemon Juice  
  
ビ ー ア ン ド ビ ー                                                                            ￥1.450 B
＆B  
マーテルVSOP／ベネディクティンDOM 
Martell V.S.O.P／Benedictine DOM  
  
チ ェ リ ー ブ ロ ッ サ ム                                                               ￥1.650 Cherry 
Blossom  
マーテルVSOP／チェリーブランデー／レモンジュース／コアントロー／グレナディンシロップ
Martell V.S.O.P／Cherry Brandy／Lemon Juice／Cointreau／Grenadine Syrup  

  
サ イ ド カ ー ￥1.600  
マーテルVSOP／ コアントロー／レモンジュース  
Martell V.S.O.P／ Cointreau／Lemon 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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 



カクテル  
Cocktail 

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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

 

 

 

コスモポリタン ￥1.350 
Cosmopolitan 
アブソリュートウォッカ／コアントロー／クランベリージュース／ライムジュース 

Absolute Vodka／Cointreau／Cramberry Juice／Lime Juice 

 
キューバリブレ ￥1.200 
Cuba Libre 
マイヤーズラム／コカ・コーラ／ライムジュース 

Myers Rum／Cocacola／Lime Juice 

 
フレンチコネクション ￥1.300 
French Connection 
マーテルVSOP／アマレット 

Martell V.S.O.P／Amaretto 

 
ギムレット ￥1.200 
Gimlet 
ボンベイサファイアジン／ライムジュース／ライムシロップ 

Bombay Sapphire Gin／ Lime Juice／Lime Syrup 

 
ジンフィズ ￥1.200 
GinFizz 
ボンベイサファイアジン／レモンジュース／シュガーシロップ／ソーダ 

Bombay Sapphire Gin／ Lemon Juice／Sugar Syrup／Soda 

 
ジンリッキー ￥1.200 
GinRcky 
ボンベイサファイアジン／ライムジュース／ソーダ 

Bombay Sapphire Gin／ Lime Juice／ Soda 

 
 

グレイハウンド ￥1.200 
Grayhound 
アブソリュートウォッカ／グレープフルーツジュース 

Absolute Vodka／Grapefruits juice 

 
ハーベイウォ－ルハンガー ￥1.200 
Harvey Walbanger 
アブソリュートウォッカ／オレンジジュース／ガリアーノ 

Absolute Vodka／Orange Juice／Galiano 



カクテル  
Cocktail 

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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

 

 

 

ホーセズネック ￥1.600 
Hose’s Neck 
マーテルVSOP／ジンジャエール 

Martell V.S.O.P／Ginger ale 

 
カミカゼ ￥1.200 
Kamikaze 
アブソリュートウォッカ／コアントロー／ライムジュース 

Absolute Vodka／Cointreau／Lime Juice 

 
マルガリータ ￥1.300 
Margarita 
オルメカテキーラブランコ／コアントロー／ライムジュース 

Olmeca Tequila blanco／ Cointreau／Lime Juice 

 
モスコミュール ￥1.200 
Moscow mule 
アブソリュートウォッカ／ライムジュース／ジンジャエール 

Absolute Vodka／Lime Juice／Ginger ale 

 
ネグローニ ￥1.200 
Negroni 
季の美 京都ドライジン／カンパリ／マルティーニロッソ 

Kinobi Kyoto Dry Gin／Campari／Martini Rosso 

 
ソルティドッグ ￥1.200 
SaltyDog 
アブソリュートウォッカ／グレープフルーツジュース／ソルト 

Absolute Vodka／ Grapefruits Juice／Salt 

 
スクリュードライバー ￥1.200 
Screw Driver 
アブソリュートウォッカ／オレンジジュース 

Absolute Vodka／Orange Juice 

 
シーブリーズ ￥1.200 
SeaBreeze 
アブソリュートウォッカ／グレープフルーツジュース／クランベーリージュース 

Absolute Vodka／ Grapefruits juice／Cramberry Juice 

 
セックスオンザビーチ ￥1.200 
Sex on the Beach 
アブソリュートウォッカ／ミドリ／クレームドフランボワーズ／パイナップルジュース 

Absolute Vodka／Midori／Crème de Framboise／Pineapple Juice 



カクテル  
Cocktail 

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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

 

 

 

シンガポールスリング ￥1.350 
Singapore Sling 
ボンベイサファイアジン／チェリーブランデー／コアントロー／レモンジュース／ 

オレンジジュース／パイナップルジュース／アンゴスチュラビター／ソード

Bombay Sapphire Gin／Cherry Brandy／ Cointreau／ Lemon Juice／ 

Orange Juice／ Pineapple Juice／Angosture Bitter／Soda Water 
 

スティンガー ￥1.700 
Stinger 
マーテルVSOP／ジェット31 
Martell V.S.O.P／Get31 

 
テキーラサンライズ ￥1.200 
Tequila Sunrise 
オルメカテキーラブランコ／オレンジジュース／グレナディン 

Olmeca Tequila blanco／ Orange Juice／Grenadine Syrup 

 
テキーラサンセット ￥1.200 
Tequila Sunset 
オルメカテキーラブランコ／レモンジュース／グレナディン 

Olmeca Tequila blanco／ Lemon Juice／Grenadine Syrup 

 
トムコリンズ ￥1.600 
Tom Collins 
ボンベイサファイアジン／レモンジュース／シュガーシロップ／ソーダ 

Bombay Sapphire Gin／ Lemon Juice／Sugar Syrup／Soda Water 

 
ホワイトレディー ￥1.300 
White Lady 
ボンベイサファイアジン／コアントロー／レモンジュース 

Bombay Sapphire Gin／ Cointreau／ Lemon Juice 

 
ホワイトルシアン ￥1.200 
White Russian 
アブソリュートウォッカ／カルーア／クリーム 

Absolute Vodka／Kahlua／Cream 



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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

シャンパーニュ カクテル  
 

 

Champagne Cocktail 
ベリーニ ￥2.300 
Belini 
モエエシャンドンモエアンぺリアル／ピーチネクター／グレナディンシロップ 

Moet et Chandon Moet Imperial／Peach Nector／Grenadine Syrup 

 
キールロワイアル ￥2.300 
Kir Royal 
モエエシャンドンモエアンぺリアル／クレームドカシス 

Moet et Chandon Moet Imperial／Cremede Cassis 

 
キールアンぺリアル ￥2.300 
Kir Imperial 
モエエシャンドンモエアンぺリアル／クレームドカシス 

Moet et Chandon Moet Imperial／Cremede Framboise 

 
ミモザ ￥2.300 
Mimosa 
モエエシャンドンモエアンぺリアル／オレンジジュース 

Moet et Chandon Moet Imperial／Orange Juice 

 
シャンボールロワイアル ￥2.300 
Chambord Ryal 
モエエシャンドンモエアンぺリアル／シャンボール 

Moet et Chandon Moet Imperial／Chambord 

 
シャンパンカクテル ￥2.300 
Champagne Cocktail 
モエエシャンドンモエアンぺリアル／各砂糖／アンゴスチュラビター 

Moet et Chandon Moet Imperial／Cube Sugar／Angostura Bitter 

 
ミスティアロワイアル ￥2.300 
MistiaRoyal 
モエエシャンドンモエアンぺリアル／ミスティア 

Moet et Chandon Moet Imperial／Mistia 

 
ルビーモスカート ￥2.300 
Ruby Moscato 
モエエシャンドンモエアンぺリアル／カンパリ 

Moet et Chandon Moet Imperial／Campai 



カクテル  
 

 

Cocktail 
トロピカルカクテル ToropicalCocktail 

 
チチ ￥1.600 
ChiChi 
アブソリュートウォッカ／マリブ／パイナップルジュース／ココナッツミルク 

Absolute Vodka／Malibu／Pineapple Juice／Coconut Milk 

 
ピニャカラーダ ￥1.600 
Pina Colada 
バカルディホワイトラム／マリブ／パイナップルジュース／ココナッツミルク 

Bacardi White Rum／Malibu／Pineapple Juice／Coconut Milk 

 
マイタイ ￥1.600 
Mai Tai 
バカルディホワイトラム／コアントロー／レモンジュース／オレンジジュース／ 

パイナップルジュース／グレナディンシロップ／マイヤーズラム 

Bacardi White Rum／ Cointreau／ Lemon Juice／ Orange Juice 
Pineapple Juice／ Grenadine Syrup／Mayer's Rum 

 
ロングアイランドアイスティー ￥1.400 
Long Isand Iced Tea 
ボンベイサファイアジン／アブソリュートウォッカ／バカルディホワイトラム／ 

オルメカテキーラブランコ／ コアントロー／レモンジュース／コカコーラ

Bombay Sapphire Gin／ Absolute Vodka／ Bacardi White Rum／ 

Olmeca Tequila blanco／ Cointreau／ Lemon Juice／Coca-cola 
 

モヒート Mojito 
 

モヒート ￥1.700 
Mojito 
バカルディホワイトラム／ミント／シュガーシロップ／ライム／ソーダ 

Bacardi White Rum／Mint Leaf／Sugar Syrup／Lime／Soda 

 
ウェスティン オリジナル モヒート ￥1.700 
Westin Original Mojito 
マイヤーズラム／ミント／シュガーシロップ／ライム／ソーダ 

Mayer's Rum／Mint Leaf／Sugar Syrup／Lime／Soda 

 
 
 
 
 
 
 

 
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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 



スピリッツ  

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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

 

 

Sprits 

ジン Gin 
 

プリマス ￥1.050 
Plymouth 
モンキー47 ￥2.400 
Monkey47 
ビーフィーター ￥1.050 
Befeater 
ボンベイサファイア ￥1.200 
Bombay Sapphire 
ゴードン ￥1.050 
Gordon’s 
タンカレー ￥1.200 
Tanqueray 
タンカレー10 ￥1.350 
Tanqueray Ten 
ヘンドリックス ￥1.700 
Hendricks’s 

 
ラム Rum 

 
ハバナクラブ3年 ￥1.050 
Havana Club 3 Years Old 
トロワリベール タタンカ ￥2.700 
Trois Riveres Tatank 
マイヤーズダーク ￥1.100 
Myer’s Dark Rum 
ロンサカパセンテナリオ ￥1.550 
Ron Zacapa Centenari 
キャプテンモルガン ￥1.100 
Captain Morgan 
パイレートラム ￥1.200 
Pyrat Rum XO 



スピリッツ  

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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

 

 

Spirits 

ウォッカ Vodka 
 

アブソルート ￥1.200 
Absolte 
アブソルートエリクス ￥1.200 
Absolte Elyx 
アブソルートマンダリン ￥1.250 
Absolte Mandarin 
アブソルートシトロン ￥1.250 
Absolte Citron 
アブソルートカラント ￥1.250 
Absolte Kurant 
ベルヴェデール ￥1.200 
Belvedere 
グレイグース ￥1.350 
Grey Goose 
スミノフ50 ￥1.100 
Smirnoff 50 
ストリチナヤ ￥1.050 
Stolichnaya 
ズブロッカ ￥1.050 
Zubrowka 



スピリッツ  

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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

 

 

Sprits 

テキーラ Tequila 
 

オルメカ ブランコ ￥1.050 
Olmeca Blanco 
オルメカ レポサド ￥1.050 
Olmeca Reposado 
サウザー シルバー ￥1.050 
Sauza Silver 
エラドゥ－ラ ゴールド ￥2.150 
Herradura Gold 
クエルボ ゴールド ￥1.200 
Cuervo Gold 
クエルボ 1800 ￥2.550 
Cuervo1800 
ドンフリオ レポサド ￥1.600 
Don Julio Reposado 
ドンフリオ アネホ ￥2.600 
Don Julio Anejo 
パトロン レポサド ￥2.850 
Patron Reposado 
パトロンアネホ ￥3.200 
Patron Anejo 
カルマ レポサド ￥2.600 
Karma Reposado 
カルマアネホ ￥3.200 
Karma Anejo 
カスカウィン レポサド ￥1.450 
Cascahuin Reposado 
カスカウィン アネホ ￥1.700 
Cascahuin Anejo 
カバデ オロ ￥3.600 
Cavade Oro Anejo 



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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

 

 

リキュール  
Liquor 

リキュール Liquor 
 

リカール ￥1.050 
Ricard 
アマレット ￥1.050 
Amaretto 
ベイリーズ アイリッシュクリーム ￥950 
Bailey’s Irish Cream 
コアントロー ￥950 
Cointreau 
ドランブイ ￥1.050 
Drambuie 
グラン マルニエ ￥1.200 
Gran Marnier 
カルーア ￥950 
Kahlua 
ウンダーベルグ ￥1.050 

 
シェリー酒＆ポートワイン Sherry & Port 

 
ティオ ペペ ￥950 
Tio Pepe 
リレ ブラン ￥1,350 
Lillet Blanc 
ウィリアム＆ハーンバートコレクション フィノ ￥950 
Williams & Humbert Collection Fino 
アルフォンソ オロロソ ￥1,050 
Alfonso Oloroso 
テイラーヴィンテージ’98 ￥3,300 
Taylor’s Vintage’98 
フォンセカ ルビーポート ￥950 



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。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

 

 

ブランデー  
Brandy 

コニャック Cognac 
 

マーテル V.S.O.P Martell V.S.O.P ￥2,100 
マーテル コルドンブルー Martell Cordon Bleu ￥3,100 
マーテル X.O Martell X.O ￥4,500 
クルボアジェ V.S.O.P Courvoisier V.S.O.P ￥2,100 
フラパン V.S.O.P Frapin V.S.O.P ￥1.900 
ヘネシー V.S.O.P Hennessy V.S.O.P ￥2.250 
ヘネシー X.O Hennessy X.O ￥3,200 
レミーマルタン V.S.O.P Remy Martin V.S.O.P ￥1.900 
レミーマルタン X.O Remy Martin X.O ￥3,200 

オードヴィー Eau-de-Vie 

カルヴァドス クール ド リヨン オルタージュ ￥2,250 
Calvados Coeur de Lion Hors d’Age 
ローリストン オードヴィー シードル ￥15,000 
Lauriston Eau de Vie Cidre 
エリージ グラッパ ディ バルベラ ￥2,050 
Elisi Grappa di Barbera 

 
 
 

酒  
Sake 

澤乃井 梅酒“ぷらり” Sawanoi Umeshu “Purari” ￥850 
澤乃井 大吟醸 Sawanoi Daiginjyo ￥2,650 
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