
COCKTAILS/カクテル Short         　/ Long　　　　 

オリジナルコラボカクテル with Musicians

★上記は一例です。

★そのほか、カクテル、ワイン、輸入ビール、ジン、ウォッカ、ラム、シングルモルトウィスキー等々、多数取り
揃えています。
ノンアルコールカクテルや、コーヒー、ハーブティー、ジュース、ソーダ類も豊富。
商品の追加や入れ替えも、随時行ってますので、詳しくは店内のメニューをご覧ください ^^

★フードメニューは、出来立てポップコーン、チーズ、ミックスナッツ等、軽いおつまみ類をご用意しています。



COCKTAILS/カクテル COCKTAILS/カクテル
Short :￥1300(税込)         /Long :￥950(税込) Short :￥1300(税込)         /Long :￥950(税込)

オリジナルコラボカクテル ウォッカ ベース ジン ベース ラム ベース

with Musicians Short      ￥1300 (税込) Short      ￥1300 (税込) Short      ￥1300 (税込)
Short      ￥1300 (税込) ウォッカ マティーニ ギムレット ダイキリ

Green Door (Hakuei Kim)
ウォッカ / ドライ ベルモット ジン / ライム/ シンプルシロップ ダーク ラム / ライム/ シンプルシロップ

シーバスリーガル12年 / 抹茶カルア /  ベ
イリーズ / クリーマ / 塩 カミカゼ ジン マティーニ XYZ

グランブルー  (ただすけ)
ウォッカ / トリプルセク / ライム ジン / ドライ ベルモット / ビターズ ホワイト ラム / トリプルセク / レモン

Absolutウォッカ/ グランマルニエ/ ブルー
キュラソー/ レモン コスモポリタン キス イン ザ ダーク Long     ￥950 (税込)

Spring Flower 
ウォッカ / トリプルセク / クランベリー
ジュース / ライム

ジン / チェリーリキュール / ドライベルモッ
ト

ラム コーク

by こじまいづみ (花＊花) Long     ￥950 (税込) Long     ￥950 (税込) ホワイトラム / コーラ

赤ワイン / 日本酒 / グレープフルーツ
ジュース / レモン ケープコダー ジントニック キューバリブレ

フォープレイ
ウォッカ / クランベリージュース ジン / トニック / ライム ゴールド ラム / コーラ

by おのまきこ(花＊花) スクリュードライバー ジンバック ラム バック
ハバナクラブ/ペシェ/マリブ/パインジュー
ス/ライム

ウォッカ / オレンジジュース ジン / ジンジャーエール / ライム ホワイト ラム / ジンジャーエール 

Fairy in Blue  (北井 誉人) ビッグ アップル ジンリッキー ラムパイン

パインジュース/ペシェ/ブルー/ライム ウォッカ / りんごジュース ジン / クラブソーダ / ライム ホワイト ラム / パインジュース 

トロピカル パイン パレード モスコミュール シンガポール スリング カンパリ ベース

（Kaz & Kunito) ウォッカ / ジンジャーエール / ライム
ジュース 

ジン / レモンジュース/チェリーリキュール 
/ シンプルシロップ

Short      ￥1300 (税込)
ピニャコラーダ/パインジュース/ミルク/
チェリーリキュール ブルドッグ テキーラ ベース ネグローニ

ウォッカ/グレープフルーツジュース Short      ￥1300 (税込) カンパリ / ジン / スィートベルモット

Long     ￥1300 (税込) ワイン ベース マルガリータ Long     ￥950 (税込)

JINOトニック   1300yen Long     ￥950 (税込) ブランコテキーラ / ライム/ トリプルセク カンパリオレンジ

ジンDouble / トニックウォーター / ライム
キール Long     ￥950 (税込) カンパリ / オレンジジュース

喧太スペシャル  1300yen
白 ワイン / カシス

テキーラサンライズ カンパリソーダ

黒霧島 / ABSOLUT ウォッカ/ ソーダ / ラ
イム オペレーター

テキーラ / オレンジジュース / グレナデン
シロップ

カンパリ / クラブソーダ

カズベリー    (武本 和大)
白ワイン/ ジンジャーエール

テキーラトニック スプモーニ

フローズンミックスベリー/ ウォッカ/ ソー
ダ/ ジンジャーエール カーディナル

テキーラ / トニック カンパリ / グレープフルーツジュース / ト
ニックウォーター

ダスク アローン  (北井 誉人)
赤ワイン / カシス

テキーラコーク
ビール ベース

カシス/ ストロベリー/ パインジュース/ ラ
イム　 キティ

テキーラ / コーラ Long     ￥950 (税込)
赤ワイン/ ジンジャーエール ブランデー  ベース ディーゼル

Long     ￥1100 (税込) ミスティア (マスカット ) ベース Short      ￥1300 (税込) ビール/ コーラ

ST No.1 (そうる透) Short      ￥1300 (税込) サイドカー シャンディガフ

そば焼酎/ ソーダ/ ライム ミスティア マティーニ VSOP / トリプルセク / レモン ビール / ジンジャーエール

ジン/ ミスティア / オリーブ ビトウィン ザ シーツ レッドアイ

真っ赤な太陽   (原 ゆうま) ミスティア スプリッツァー
VSOP / ホワイト ラム / トリプルセク / レ
モンジュース

ビール / トマトジュース

カンパリ/赤ワイン/りんごジュース/ライム ミスティア/白ワイン/クラブソーダ



COCKTAILS / カクテル COCKTAILS / カクテル
Short :￥1300 (税込)   　 /Long :￥950 (税込) Short :￥1300 (税込)   　 /Long :￥950 (税込)

ウィスキーベース サザンカンフォートベース ライチ ベース ノンアルコールカクテル   
Short   ￥1300 (税込) Short   ￥1300 (税込) Long     ￥950 (税込) ￥850 (税込)

マンハッタン スカーレットオハラ チャイナブルー 美酢(ミチョ)ミルク

バーボン / スィート ベルモット / ビター
ズ

サザンカンフォート/ クランベリージュー
ス / レモンジュース

ライチリキュール /ブルー/ グレープフ
ルーツジュース

美酢(ミチョ) / 牛乳

ニューヨーク Long     ￥950 (税込) ライチルージュ 美酢(ミチョ)ソーダ

バーボン / ライムジュース / グレナデ
ンシロップ ソコジンジャー

ライチリキュール / クランベリージュー
ス / レモンジュース

美酢(ミチョ)/ クラブソーダ

ゴッドファーザー
サザンカンフォート/ ジンジャーエール

ライチグレープ 美酢(ミチョ)ジンジャー

スコッチウィスキー / アマレット
ソコトニック

ライチリキュール / グレープフルーツ
ジュース

美酢(ミチョ)/ ジンジャーエール

Long     ￥950 (税込) サザンカンフォート/ トニック / ライム カシス ベース ※美酢(ミチョ)＝ざくろ酢

バーボン リッキー ソコソーダ Long     ￥950 (税込) シャーリーテンプル

バーボン / クラブソーダ/ ライム サザンカンフォート/ ソーダ カシス ミルク ジンジャーエール / グレナデンシロップ

ニューヨークサワー ソコオレンジ
カシス / ミルク

シンデレラ

バーボン / 赤ワイン/ レモンジュース / 
シンプルシロップ

サザンカンフォート/ オレンジジュース

カシス オレンジ

オレンジジュース / パイナップルジュース 
/ライム

ジャックハニーミルク サザンピーチ
カシス / オレンジジュース

サラトガクーラー

ジャックダニエルハニー/ ミルク ペシェ /サザンカンフォート/ トニック カシス ソーダ ジンジャーエール / ライムジュース

ハイボール ペシェ (桃)ベース カシス / クラブソーダ モーニングカクテル

ウィスキー / クラブソーダ / ライム Long     ￥950 (税込) カシス アップル
グレープフルーツジュース / オレンジ
ジュース

ウィスキーコーク ファジーネーブル カシス / りんごジュース バージンブリーズ

ウィスキー / コーラ ペシェ / オレンジジュース カルア(コーヒー) ベース グレープフルーツジュース / クランベリー
ジュース

カウボーイ ペシェパイン Long     ￥950 (税込) カシスオレンジ(ノンアル)
ウィスキー / 牛乳 ペシェ / パイナップルジュース

カルアミルク
カシス/オレンジジュース

マリブ(ココナッツ ) ベース ストロベリー  ベース カルア / ミルク ファジーネーブル(ノンアル)

Long     ￥950 (税込) Long     ￥950 (税込) 抹茶カルア  ベース ピーチシロップ/オレンジジュース

マリブパイン いちご ミルク Long     ￥950 (税込) いちご ミルク(ノンアル)
マリブ / パイナップルジュース ストロベリー / ミルク 抹茶カルアミルク ミルク / いちごシロップ

マリブ コーク いちご ソーダ
抹茶カルア / ミルク

トニックレモン

マリブ / コーラ ストロベリー / クラブソーダ ベイリーズ (キャラメル )ベース トニック / レモンジュース

アマレット (アーモンド )ベース ストロベリー ジンジャー Short   ￥1300 (税込) りんごオレンジ

Long     ￥950 (税込) ストロベリー / ジンジャーエール ベイリーズJB りんごジュース / オレンジジュース

アマレットオレンジ ストロベリーアップル
ベイリーズ / ジャックハニー

アップルジンジャー

アマレット / オレンジジュース ストロベリー /りんごジュース Long     ￥950 (税込) りんごジュース / ジンジャーエール

アマレット ジンジャー ストロベリーパイン ベイリーズ ミルク ベリーベリーソーダ　￥900
アマレット / ジンジャーエール ストロベリー /パイナップルジュース ベイリーズ /  ミルク フローズンミックスベリー/ソーダ/シンプ

ルシロップ



ビール・ワイン・ソフトドリンク
ビール Beer (税込)

レーベンブロイ Lowenbrau ドイツ 900yen

ハートランド Heart Land 日本 900yen

ヒューガルデン ホワイト(白) Hoegaarden White ベルギー 900yen

ピルスナーウルケル Pilsner Urquell チェコ 920yen

COEDO 毬花-Marihana- Session IPA 日本 920yen

グース アイランド IPA Goose Island IPA アメリカ 920yen

ギネス Guinness Draught アイルランド 920yen

ノンアルコールビール Non Alcohol Beer (税込)

クラウスターラー Clausthaler ドイツ 850yen

ワイン Wine (税込)

赤： カベルネソービニヨン Cabernet Sauvignon 880yen

　 　ピノノアール Pinot Noir 880yen

白： シャルドネ Chardonnay 880yen

　　 ソービニヨンブラン Sauvignon Blanc 880yen

スパークリングワイン (ボトル)

Sparkling Wine (Bottle) 6,000yen(税込)

ソフトドリンク  飲み放題 1,100yen (税込)
Non Alcohol, refills free 飲み終わってから次のオーダーをお願いします

★Soda★
コーラ Coca Cola
コーラ　ゼロ Coca Cola Zero
ジンジャーエール Gingerale
クラブソーダ Club Soda

★Juice★
オレンジジュース Orange
リンゴジュース Apple
グレープフルーツジュース Grapefruit
パイナップルジュース Pineapple
クランベリージュース Cranberry 
トマトジュース Tomato

★Coffee/ Tea★
挽きたてホットコーヒー Hot Coffee

アイスコーヒー Iced Coffee
エスプレッソ Espresso
カプチーノ Cappuccino

ウーロン茶 Oolong Tea (Ice)
紅茶 (ストレート/ミルク) English tea

チャイ (ストレート/ミルク) Chai tea

マテ茶 Mate
ルイボスティー Rooibos tea
ジャスミンティー Jasmine tea
カモミールティー Camomile tea
ローズヒップ＆ハイビスカス Rose hip tea
ジンジャーレモンティー Ginger Lemon tea
緑茶 Green tea
バタフライピーブレンド Butterflypea

ホットココア Hot Chocolate



スピリッツ (ストレート/ロック/水割り/ソーダ割) スピリッツ (ストレート/ロック/水割り/ソーダ割)

ウォッカ Vodka (税込) バーボンウィスキー Bourbon whiskey (税込)

スミノフ Smirnoff 850yen アーリータイムス Early Times 900yen

アブソルート Absolute 850yen ジムビーム Jim Beam 900yen

ズブロッカ Zubrowka 850yen フォアローゼス Four Roses 900yen

ヴィルヴァルゲ Viru Valge 850yen I.W.ハーパー ゴールドメダル I.W.Harper 950yen

グレイグース Gray Goose 1100yen ワイルド ターキー Wild Turkey 950yen

ベルベデーレ Belvedere 1300yen メイカーズマーク Maker's Mark 950yen

ノブ・クリーク KNOB CREEK 1300yen

ジン Gin (税込) ウッドフォード リザーブ Woodford Reserve 1600yen

ボンベイ Bombay 850yen

ボンベイ サファイア Bombay Sapphire 900yen ジムビーム ライ Jim Beam RYE 950yen

ゴードン Gordon's 900yen

タンカレー Tanqueray 900yen 日本のウィスキー Japansee Whiskey (税込)

タンカレーNo.10 Tanqueray No.10 1300yen 知多 Chita 1300yen

ヘンドリックス ジン Hendrick's 1300yen 宮城峡 Miyagikyo 1300yen

テキーラ Tequila (税込) シングルモルトスコッチ Single Malt Scotch (税込)

ホセ クエルボ ゴールド Jose Cuervo Gold 900yen グレンフィディック Glenfiddich 1000yen

ホセ クエルボ シルバー Jose Cuervo Silver 900yen グレンリベット Glenlivet 1000yen

パトロン シルバー PATRON Silver 1600yen ボウモア　12年 Bowmore 12yr 1200yen

グレンモーレンジ Glenmorange 1400yen

ラム Rum (税込) マッカラン　12年 Macallan 12 years old 1600yen

バカルディ スぺリオール Bacardi Superior 900yen ラフロイグ　10年 Laphroaig  10 years old 1600yen

バカルディ ゴールド Bacardi Gold 900yen カリラ 12年 Ardbeq   10 years old 1600yen

マイヤーズ　ラム Myers's Rum 900yen アードベッグ10年 Caol Ila 12 years old 1600yen

ハバナクラブ　3年 Havana Club 900yen

キャプテンモルガン Captain Morgan 900yen ブレンデッドスコッチ Scotch whisky (税込)

ロンリコ151 （75.5度） RONRICO151 1100yen デュワーズ ホワイトラベル DEWAR'S 900yen

グランツ Grant's 900yen

焼酎 Shochu (税込) バランタイン Ballantine's 950yen

いいちこ  麦　Iichiko / barley 850yen ジョニーウォーカー 黒 Johnnie Walker Black 1000yen

雲海　そば　UNKAI / buckwheat 900yen シーバスリーガル 12年 Chivas Regal Aged 12yr 1000yen

吉兆雲海　そば　黒麹　Kicho Unkai / buckwheat 900yen シーバスリーガル ミズナラ Chivas Regal Mizunara 1200yen

黒霧島 芋　Kuro Kirishima / sweet potato 900yen

鳴門金時 芋　Naruto Kintoki / sweet potato 900yen アメリカンウィスキー American whisky (税込)

太古の黒うさぎ 黒糖 Taiko no Kurousagi/Brown sugar 950yen ジャックダニエル Jack Daniels 950yen

ジャックダニエル ハニー Jack Daniels Honey 1000yen

梅酒　　 Plum Wine (税込)

梅酒 Plum Wine 800yen アイリッシュウィスキー Irish whisky (税込)

ジェムソン Jameson 950yen

その他 Others (税込)

イエーガー マイスター Jägermeister 850yen カナディアンウィスキー Canadian whisky (税込)

チェリー ブランデー Heering Cherry 900yen カナディアン　クラブ Canadian Club 900yen



フード  　　　　　 (税込)

できたてポップコーン(ハーフ,1~2人分) 350yen

できたてポップコーン(フル,3~4人分) 650yen

チョコポッキー 350yen

ポテトチップス 350yen

ミックスナッツ 550yen

Kiri & スティック (クリーミーチーズディップとさく
さくクラッカー) 400yen

キューブチーズ (5個) 400yen

カマンベール ＆ チェダーチーズ 550yen

★☆　グリーンカレー　☆★ 750yen

チキン・玉ねぎ・ココナツミルク
グリーンチリ、レモングラス、ガランガル等香辛料


	web用2023.02 - cocktails2019.10-1
	web用2023.02 - cocktails2021.12.17
	web用2023.02 - cocktails2021.12.17-2
	web用2023.02 - Beer, Wine, Soft drink 2023.2.3 のコピー
	web用2023.02 - Spirits メニュ－2023.2.3 のコピー
	web用2023.02 - food2023.2.3 のコピー

