
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 allergies or special dietary requirements, please notify us when you order. 

コーヒー
Coffee 

コーヒー Coffee ¥1,100

アメリカンコーヒー American Coffee ¥1,100

カフェインレスコーヒー Decaffeinated Coffee ¥1,100

エスプレッソ Espresso ¥1,100

カフェオレ Café au Lait ¥1,250

カフェラテ Café Latte ¥1,250

カプチーノ Cappuccino ¥1,250

エスプレッソマキアート Espresso Macchiato ¥1,250

メープルラテ Maple Latte ¥1,250

リキュールコーヒー Liqueur Coffee
カフェ ロワイヤル  Café Royal ¥1,550

アイリッシュ コーヒー  Irish Coffee ¥1,350

カリプソ コーヒー Calypso Coffee ¥1,350
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ティー

JING Tea 

紅茶

イングリッシュ・ブレックファースト JING English Breakfast ¥1,100

アールグレイ JING Earl Grey ¥1,100

ライチ・レッド・ブラックティー JING Lychee Red Black Tea ¥1,100

ダージリン・セカンド・フラッシュ JING Darjeeling Second Flush ¥1,600

ロイヤルミルクティー  Royal Milk Tea ¥1,200

中国茶

ジャスミン・パール JING Jasmine Pearl ¥1,600

緑茶

毛尖緑茶(もうせんりょくちゃ) JING Jade Sword Green Tea ¥1,100
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ハーブティー 

Herbal Teas 

 
 

ペパーミント・リーフ Peppermint leaf        ¥1,100 

ローズバッド Rose buds          ¥1,100 

カモミール・フラワー Chamomile flowers        ¥1,450 

 

ジュース 

Juices 
 

オレンジジュース Orange Juice         ¥1,050 

アップルジュース Apple Juice         ¥1,100 

ロゼグレープジュース Rose grape Juice        ¥1,100 

ホワイトグレープジュース White grape Juice       ¥1,100 

ツヴァイゲルトグレープジュース Zweigelt grape juice      ¥1,100 

 
デザート 
Dessert 
 

ソフトクリーム Soft cream (CREMIA)        Each/¥850 

クレミア、クレミアザショコラ、クレミア ザ ミックス 
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その他ドリンク Other Drinks 
ミネラルウォーター Mineral Water 
エビアン Evian         330ml  ¥800 

750ml  ¥1,000 
ペリエ Perrier         330ml  ¥800 

750ml  ¥1,000 
サンペレグリノ San Pellegrino       250ml          ¥800 

750ml  ¥1,000 

 

ソフトドリンク Soft Drink 

セブンアップ 7-Up          ¥650 

コーラ Cola           ¥650 

コーラ ゼロ Cola zero          ¥650 

ジンジャー・エール Ginger Ale         ¥650 

ウィルキンソン・ジンジャー・エール Wilkinson Ginger Ale      ¥650 

マウンテンデュー MountainDue         ¥650 



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 allergies or special dietary requirements, please notify us when you order. 

スペシャルカクテル セレクション
Special Cocktail Collection 
スーパーフードカクテル SuperFoodsRXTM Cocktail
スノーホワイト(ヨーグルトリキュール・ヨーグルト・蜂蜜) ￥1,900 
Snow White (Yogurt Liquor, Yogurt and Honey) 

エタニティ(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) ￥1,350 
Eternity (Chocolate, Cinnamon, Baileys, Milk and Cream) 
野菜＆フルーツカクテル Vegetables & Fruits Cocktail 
シトラス グリーン（グレープフルーツ・セロリ・ジン）   ￥1,350 
Citrus Green (Grapefruit Juice, Celery and Gin)   

オータムフェスタ（マンゴージュース・オレンジジュース・パイナップルジュース・バナナ・ミルク・ブランデー） ￥1,350 
Autumn Festa (Mango Juice, Orange Juice, Pineapple Juice, Banana, Milk and Brandy) 
低カロリーカクテル Low-Calorie Cocktail 
ロー・カロリー キューバ リブレ（ラム・コカコーラゼロ・ライム）     ￥1,200 
L.C. Cuba Libre (Rum, Coca-Cola Zero and Lime）

ジージーティー（グレイグース・グレープフルーツジュース・トニックウォーター）   ￥1,350 
G.G.T (Grey Goose, Grapefruit Juice and Tonic Water) 
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生ビール Draft Beer 
ギネス 生ビール Guinness Draft 

サッポロ 生ビール Sapporo Draft
エビス 生ビール Yebisu Draft

Half-Pint ¥1,400 Pint ¥2,700 

Pilsner ¥1,300     Pint ¥2,400 

Pilsner ¥1,300     Pint ¥2,500 

白穂乃香 Shirohonoka ¥1,350

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

バドワイザー Budweiser ¥1,150

コロナ Corona ¥1,150

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 フリー Sapporo Premium Alcohol Free ¥900
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シャンパーニュ Champagne

モエ エ シャンドン モエ アンペリアル Glass ¥2,200 Bottle ¥13,000 
Moet & Chandon Moet Imperial 

ヴーヴ クリコ イエローラベル   Glass ¥2,400  Bottle ¥13,500 
Veuve Clicquot Yellow Label 

モエ エ シャンドン モエ ロゼ アンペリアル   Glass ¥2,500  Bottle ¥14,350 
Moet & Chandon Moet Rose Imperial 

シャンパーニュ カクテル Champagne Cocktail

ベリーニ Bellini ¥2,300

キール インペリアル Kir Imperial ¥2,300

キール ロワイヤル Kir Royal ¥2,300

ミモザ Mimosa ¥2,300
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白ワイン White Wine 

シャトーセントジーン ソーヴィニヨンブラン 
Chateau St.Jean Sauvignon Blanc 

Glass ¥1,500 / Bottle ¥7,000 

ペンフォールズ マックス シャルドネ 
Penfolds Max’s Chardonnay 

Glass ¥1,900 / Bottle ¥9,000 

 

赤ワイン Red Wine 

メゾンドグランエスプリ レトルマジック ブルゴーニュ 
Maison de Grand Esprit L'Être Magique Bourgogne 

Glass ¥1,800 / Bottle ¥8,500 

ペンフォールズ マックス シラーズ 
Penfolds Max’s Shiraz 

Glass ¥1,900 / Bottle ¥9,000 

ベリンジャー ナイツヴァレー カベルネソーヴィニヨン 
Beringer Knights valley Cabernet sauvignon 

Glass ¥2,300 / Bottle ¥11,000 

スタッグスリープ ナパヴァレー メルロー 
Stags’leap Napa valley Merlot 

Glass ¥2,800 / Bottle ¥13,500 
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ジャパニーズ ウイスキー Japanese Whisky 
余市 YOICHI           ¥1,200 
宮城峡 MIYAGIKYO          ¥1,200 

知多 CHITA           ¥1,900 

碧 AO            ¥1,900 

竹鶴 21 年 TAKETSURU 21 years old         ¥2,500 

イチローズモルトプライベートカスク Ichiro’s Malt Private Cask      ¥3,300 

 

シングル モルト ウイスキー Single Malt Whisky 
ザ・グレンリヴェット 12 年 The Glenlivet 12 years old       ¥1,450 
ザ・グレンリヴェット 15 年  The Glenlivet 15 years old       ¥2,000 

ザ・グレンリヴェット 18 年  The Glenlivet 18 years old       ¥2,750 

ザ・グレンリヴェット 21 年  The Glenlivet 21 years old       ¥4,500 

ザ・グレンリヴェット 25 年  The Glenlivet 25 years old       ¥9,400 

グレンフィデック 12 年 Glenfiddich 12 years old       ¥1,750 
アードベック 10 年 Ardbeg 10 years old        ¥2,000 
ラフロイグ 10 年 Laphroaig 10 years old        ¥2,200 
グレンモーレンジ 18 年 Glenmorangie 18 years old       ¥3,000 
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スコッチ ウイスキー Scotch Whisky カナディアン ウイスキー Canadian Whisky

シーバス リーガル 12 年 ¥1,350 カナディアン クラブ クラシック 12 年 ¥1,500

Chivas Regal 12 Years Canadian Club Classic 12 Years

シーバス リーガル 18 年 ¥2,700 クラウン ローヤル ¥1,350

Chivas Regal 18 Years Crown Royal 

シーバス リーガル 25 年 ¥3,450

Chivas Regal 25 Years アイリッシュ ウイスキー Irish Whisky
ロイヤル サルート 21 年 ¥3,050 ジョン ジェームソン ¥950

Royal Salut 21 Years John Jameson 

バランタイン 17 年 ¥2,100 ブラック ブッシュ ¥1,700

Ballantine’s 17 Years Black Bush 

ジョニー ウォカー ブラックラベル ¥1,350

Johnnie Walker Black Label アメリカン ウイスキー American Whisky
オールド パー 12 年 ¥1,950 ブラントン ¥1,550

Old Parr 12 Years Blanton’s 

ブッカーズ ¥2,050

Booker’s 
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ジン Gin ラム Rum

プリマス ¥1,050 マイヤーズ ダーク ラム ¥1,100

Plymouth Myers’s Dark Rum 
モンキー47 ¥2,400 ロン セカパ センテナリオ ¥1,550

Monkey 47 Ron Zacapa Centenario 
タンカレー ¥1,200 テキーラ Tequila

Tanqueray オルメカ ブランコ ¥1,050

ウォッカ Vodka Olmeca Blanco 

アブソルート エリクス ¥1,350 オルメカ レポサド ¥1,050

Absolut Elyx Olmeca Reposado 

アブソルート マンダリン ¥1,250 コニャック Cognac

Absolut Mandarin マーテル ブイエスオーピー ¥2,100

アブソルート シトロン ¥1,250 Martell VSOP 

Absolut Citron マーテル コルドンブルー ¥3,100

アブソルート カラント ¥1,250 Martell Cordon Bleu  

Absolut Kurant マーテル エックスオー ¥4,500

Martell XO 
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