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Kitchen Bar ShikiDrink



 当店イチオシ
 

 コカレロ（コカの葉）

　　　 

合法！？？
コカイン原料のお酒が登場！
コカの葉（麻薬の材料）を原料としたお酒です。

麻薬成分は抜かれているので合法！！そして安全です。

様々な薬草が入っていることにより爽やか！

アルコール度数も29度と低く、ショットで

飲んだ場合でもキツさがありません。

コカレロ　SHOT ¥880
Cocalero 

コカボム ¥1,080
Coca bomb

コカソーダ ¥940
Cocalero and Soda

コカコーク　 ¥970
Cocalero and Coke

コカジンジャー ¥970
Cocalero and Ginger ale

コカトニック ¥970
Cocalero and Tonic

コカグレープフルーツ ¥970
Cocalero and Grapefruit juice

エナジードリンク”レッドブル”

アルコールで割ると翼を授かるかも？？

レッドブル

ノンアルコールレッドブル ¥640
Red bull

レッドブル＆ウォッカ ¥750
Red bull and Vodka

レッドブル＆カシス ¥750
Red bull and Cassis

レッドブル＆レッドベア ¥770
Red bull and Red bear

1 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

COKALERO

 Red Bull



 注目リキュール
 

アップルバーボン

ドイツ産コルンベースのアップルリキュールと

バーボンをブレンドしたリキュール。

アップルリキュールとは違い、“甘すぎない”のが特徴。

バーボンの小麦由来の香ばしさやバニラの香りと

アップルの爽やかな酸味が見事に溶け合っている

飽きのこない味わい。

全体を引き立てる、バーボンの

“スパイシーさ”がポイント。

お互いの個性を消し合わない

絶妙な飲み心地をお楽しみいただけます。

アップルバーボン ¥660
Apple Bourbon

　　　　各種ソーダ割り　＋￥60
　　　 各種ジュース割り  ＋￥90

All kinds ASIAN　Liqueur with soda +\60  with juice +\90

 注目ビール
 

ミステック

ミステックを造っているのはビール大国ベルギーでも3番目に

大きい規模を誇るハートヒート醸造所。

ホワイトビールにジュースをブレンドしたフルーツビール。

アルコール度数も低くカクテルに近いビールです。

ビールが苦手な方にもお勧めできる1本！！

是非一度お試しください。

ミスティック・チェリー 250ml ¥880
Mystic Cherry

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 2

Apple Bourbon

Mystic 

チェリーの芳醇な香り、フルーティな酸味と甘みが特徴



当店マスター

当店のおすすめビールは「箕面 地ビール」です。

大阪で作られたビールのクオリティーの高さに驚かされました。

数々の賞にも輝いた「箕面 地ビール」をこの機会に是非どうぞ！

PILSNER　ピルスナー 330ml ¥860

チェコ産のザーツホップのみを贅沢に使用した
爽やかな香りと、低温で長期間熟成をおこなった
すっきりとした爽快感が特徴の最もポピュラーな
ラガービールです。

WEIZEN　ヴァイツェン 330ml ¥860

小麦麦芽を使用したやわらかい飲み口。
ヴァイツェン酵母が醸し出すバナナやクローブを
思わせるフルーティーな香りのバランスを追及した
何杯でも飲みたい優しいビールです。

PALE ARE  ペールエール 330ml ¥860

柑橘系のアロマホップをふんだんに使用した
華やかな香りと心地よい苦味、キレの良い
シャープな喉越しはシーンを選ばず飲んで頂ける
定番エールです。

STOUT  スタウト 330ml ¥860

コーヒーやビターチョコレートを思わせるフレーバー
滑らかなやわらかさとドライな後味にこだわった
飲み飽きないスタウト。
何杯でも飲みたい黒！を追求した、箕面ビールの自信作です。

3 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

おすすめ「箕面 地ビール」



ボトルビール

スーパードライ　中瓶 ¥660 ジーマ ¥660
ASAHI Super dry  Middle-sized bottle Zima

バドワイザー ¥660 スカイブルー ¥660
Budweiser Skky Blue

ハイネケン ¥660 コロナ ¥720
Heineken Corona

ビール

生ビール （スーパードライ） ¥530
Asahi draft

Beer Cocktail (ビアカクテル）       

シャンディガフ （ジンジャーエール＋ビール） ¥550
Shandy Gaff

レッドアイ （トマト＋ビール） ¥550
Red Eye

パナシェ （トニック＋ビール） ¥550
Panache

カシスビア （カシス＋ビール） ¥550
Cassis Beer

コークビア （コーラ＋ビール）　　　　　　　　　　　　　　　 ¥550
Coke Beer

ギネス

ドラフトギネス ¥720
Guinness

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 4

 Bottle Beer

 Beer

 Guinness



酎 ハ イ
　　　 

酎ハイ プレーン ¥530
CHU-HI 　Plain

酎ハイ レモン ¥530
CHU-HI　 Lemon

酎ハイ ライム ¥530
CHU-HI 　Lime

酎ハイ カシス ¥530
CHU-HI 　Cassis

酎ハイ ライチ ¥530
CHU-HI　 Lychee

酎ハイ ざくろ ¥530
CHU-HI 　Pomegranate

酎ハイ メロン ¥530
CHU-HI 　Melon

酎ハイ グアバ ¥530
CHU-HI 　Guava

酎ハイ トマト ¥530
CHU-HI 　Tomato

酎ハイ パイン ¥530
CHU-HI 　Pine

酎ハイ 柚子 ¥530
CHU-HI 　Yuzu

酎ハイ 白桃 ¥530
CHU-HI 　white Peach

酎ハイ オレンジ ¥530
CHU-HI 　Orange

酎ハイ マンゴ ¥530
CHU-HI 　Mango

酎ハイ カルピス ¥530
CHU-HI 　Calpis

酎ハイ マスカット ¥530
CHU-HI 　Muscat

酎ハイ グリンティー ¥530
CHU-HI 　Green tea

酎ハイ ブラックティー ¥530
CHU-HI 　Black tea

酎ハイ グレープフルーツ ¥530
CHU-HI 　Grapefruit

酎ハイ キュウイ＆アロエ ¥530
CHU-HI　 Kiwi&Aloe

5 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

 ＣHU-HI (Syochu with soda)



焼　　酎

（麦） 黒泉山 くろせんざん ¥550
Barley KUROSENZAN

（麦） 二階堂 にかいどう ¥440
Barley NIKAIDO

（芋） 黒霧島 くろきりしま ¥550
Sweet potato KUROKIRISIMA

（しそ） 鍛高譚 たんたかたん ¥550
Perilla TANTAKATAN

（黒糖） れんと ¥550
Brown sugar RENTO

（黒糖） 高倉 たかくら　 ¥550
Brown sugar TAKAKURA

（黒糖） 島のナポレオン ¥660
Brown sugar SIMA　NO NAPOREON

 （泡盛） くら ¥550
Awamori KURA

各種ソーダ割り　＋￥60 ウーロン割り　　＋￥60
レモン　 　　 　＋￥60 梅干           ＋￥110

All kinds syochu with soda +\60   with juice +\90
put in cut lemon +\60   put in Pickled plum +\110

日本酒

Ｓｔａｆｆにお尋ねください。
Please ask a staff.

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 6

 Syochu

 Sake



 

ウィスキー
　　　 
　　　 

Bourbon whiskey Scotch whisky

アーリータイムズ ¥550 ホワイト＆マッカイ ¥660
Early Times White & Mackay

エズラブルックス ¥550 シーバスリーガル ¥830
Ezra Brooks Chivas Regal

ジムビーム ¥550 アイラミスト ¥830
Jim Beam Islay Mist

I.Wハーパー ¥550 グレンリベット 12Ｙ ¥880
IW Harper The Glenlivet 12Y

ワイルドターキー ¥660 ¥880
Wild Turkey Glenfiddich 12Y

メーカーズマーク ¥830 オールドパー ¥940
Maker's Mark Old Parr

エライジャクレイグ ¥830 ラフロイグ 10Ｙ ¥1,320
Eraija Craig Laphroaig 10Y

ブラントンブラック ¥880 マッカラン 12Ｙ ¥1,320
Blanton's black The MACALLAN 12Y

ウッドフォードリザーヴ ¥1,320
Woodford Reserve

Irish whiskey 

Tennessee whiskey
ジェイムソン ¥550

Jameson

ジャックダニエル ¥610 ブッシュミルズ ¥830
Jack Daniel Bushmills

ジェントルマンジャック ¥880
Gentleman Jack

ジャック　テネシーハニー ¥770 Japanese whisky
Jack Tennessee Honey サントリー角 ¥550

Suntry Kakubin

白州 ¥1,050
Hakusyu

Canadian whisky 山崎 ¥1,050
Yamazaki

カナディアンクラブ ¥550 響 ジャパニーズハーモニー ¥1,050
Canadian Club Hibiki Japanese Harmony

各種　ソーダ割＋￥60　ジュース割＋￥90

All kinds whiskey with soda 　+\60  with juice　 +\90

7 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

 Whiskey

グレンフィディック 12Ｙ



 

ズブロッカ（ウォッカ＆バイソン草）
　　　 

ズブロッカソーダー （ズブロッカ＋ソーダー） ¥550
Zubrowka and Soda

ズブロッカトニック （ズブロッカ＋トニックウォーター） ¥550
Zubrowka and Tonic

ズブロッカオレンジ （ズブロッカ＋オレンジ） ¥550
Zubrowka and Orange juice

ズブロッカロック （ズブロッカ） ¥550
Zubrowka on the rock

果　実　酒

梅　酒 ¥550
Plum Liquor

桂花陳酒 （きんもくせい） ¥500
Guihuachen Chinese Alcoholic Beverage

杏露酒 （あんず） ¥500
 Apricot Wine

　　　　各種ソーダ割り　＋￥60
　　　 各種ジュース割り  ＋￥90

All kinds ASIAN　Liqueur with soda +\60  with juice +\90  

 

ドライ　ベルモット（ワイン＋香草）

ドライソーダー （ドライ＋ソーダー）

Dry Vermouth and Soda

ドライバック （ドライ＋ジンジャーエール） ¥550
Dry Vermouth and Ginger ale

ドライオレンジ （ドライ＋オレンジ） ¥550
Dry Vermouth and Orange juice

ドライロック （ドライ） ¥550
Dry Vermouth on the rock

 

スィート　ベルモット（スィートワイン＋香草）

ロッソソーダー （ロッソ＋ソーダー） ¥550
Sweet Vermouth and Soda

ロッソオレンジ （ロッソ＋オレンジ） ¥550
Sweet Vermouth and Orange juice

ロッソロック （ロッソ） ¥550
Sweet Vermouth on the rock

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 8

 Zubrowka

 ASIAN

 Dry Vermouth

 Sweet Vermouth



 

ウォッカ

　　　 
ウォッカトニック　　 （ウォッカ＋トニック） ¥550

Vodka and Tonic

モスコミュール （ウォッカ＋ジンジャエール） ¥550
Moscow Mule

スクリュードライバー （ウォッカ＋オレンジ） ¥550
Screwdriver

ブルドッグ （ウォッカ＋グレープフルーツ） ¥550
Bull dog

ウォッカコーク （ウォッカ＋コーラ） ¥550
Vodka and Coke

ウォッカライム （ウォッカ＋コーラ） ¥550
Vodka and lime

ブラッディメアリー （ウォッカ＋トマト） ¥550
Bloody Mary

ソルティードッグ （ウォッカ＋グレープフルーツ＋ソルト） ¥610
Salty Dog

カミカゼ （ウォッカ＋ライム＋コアントロー） ¥660
Kamikaze

ウーウー （ウォッカ＋ピーチ＋クランベリージュース） ¥660
Woo-Woo

バラライカ （ウォッカ＋コアントロー＋レモン） ¥660
Balalaika

マリリンモンロー （ウォッカ＋カンパリ＋ロッソ） ¥660
Marilyn Monroe

サザンバンガー （ウォッカ＋ソコ＋オレンジ） ¥660
Southern BAKGER

ブルーラグーン （ウォッカ＋ブルー＋レモン） ¥660
Blue Lagoon

ベルニス （ウォッカ＋ガリアーノ＋ライム＋アンゴスチュラ） ¥660
Bernice

リモーネ （ウォッカ＋レモンジェネバ＋レモン） ¥660
Limone

セックス・オン・ザ・ビーチ （ウォッカ＋メロン＋フランボワーズ＋パイン＋クランベリー） ¥720
Sex on the Beach

チチ （ウォッカ＋ココナッツミルク＋パイン＋レモン） ¥720
Chi-Chi

キス・オブ・ファイヤー （ウォッカ＋スロージン＋ドライ＋レモン＋シュガー） ¥720
Kiss of  Fire

ロングアイランドアイスティー（スピリッツ＋コアントロ＋コーラ＋レモン＋シロップ） ¥720
Long Island Iced Tea

9 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

 Vodka



 

ジン

　　　 
ジントニック （ジン＋トニック） ¥550

Gin and Tonic

ジンバック （ジン＋ジンジャエール） ¥550
Gin Buck

オレンジブロッサム （ジン＋オレンジ） ¥550
Gin and Tonic

ジンフィズ （ジン＋レモン＋シロップ＋ソーダ） ¥550
Gin Fizz

ジンライム （ジン＋ライム） ¥550
Gin and Lime

シンガポールスリング （ジンフィズ＋チェリーブランデー） ¥610
Singapore Sling

ホワイトレディ （ジン＋コアントロ＋レモン） ¥660
White Lady

ギムレット （ジン＋ライム＋シロップ） ¥660
Gimlet

キッス・イン・ザ・ダーク （ジン＋ドライ＋チェリーブランデー） ¥660
Kiss in the Dark

パラダイス （ジン＋アプリコットブランデー＋オレンジ） ¥660
 Paradise

チャーリーチャップリン （スロージン＋アプリコットブランデー＋レモン） ¥660
Charlie Chaplin

ホノルル ¥660
Honolulu

アラウンド・ザ・ワールド （ジン＋ペパーミント＋パイン） ¥660
Around The World

ブルーアロー （ジン＋コアントロ＋ブルー＋ライム） ¥660
BｌｕｅＡｒｒｏｗ

マリオネット ¥660
Marionette

パッシモレディ （ジン＋パッション＋コアントロー＋ライム） ¥660
Passimo Lady

ムーンリバー ¥720
Moon river

クロス・ボウ （ジン＋カカオ＋コアントロ） ¥660
 Crossbow

ロング・ビーチ・アイスティー ¥720
Long Beach Iced Tea

マティーニ （ジン＋ドライベルモット） ¥720
Martini 

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 10

（ジン＋オレンジ＋パイン＋レモン＋シロップ＋アンゴスチュラ）

（ジン＋アマレット＋グレープフルーツ＋グレナデン）

（ジン＋アプリコット＋ガリアーノ＋コアントロ＋レモン）

（スピリッツ＋コアントロ＋レモン＋シロップ＋クランベリー）

 Gin



 

ラム
　　　 

ラムトニック （ラム＋トニック） ¥550
Rum and Tonic

ラムバック （ラム＋ジンジャエール） ¥550
Rum buck

キューバリブレ （ラム＋コーク） ¥550
Cuba Libre

ブルーハワイ （ラム＋ブルー＋パイン＋レモン） ¥660
Blue Hawaii

Ｘ・Ｙ・Ｚ　 （ラム＋コアントロ＋レモン） ¥660
Ｘ・Ｙ・Ｚ　

ダイキリ （ラム＋レモン＋シロップ） ¥660
Daiquiri

アップルパイ ¥660
 Apple pie

マスクメロン （ラム＋メロン＋レモン＋オレンジ＋シロップ） ¥660
 Muskmelon

イスラデピノス ¥660
Isla de pinos

ラストキッス （ラム＋ブランデー＋レモン） ¥660
Last Kiss

エル・プレジデンテ （ラム＋オレンジ＋レモン＋グレナデン） ¥660
El Presidente

アロハ （ラム＋コアントロ＋アンゴスチュラ） ¥660
Aloha

バカルディ （ラム＋レモン＋グレナデン） ¥660
Bacardi

ウエストサイドストーリー ¥720
West Side Story

ジョージアビーチ （ラム＋ピーチ＋クランベリー） ¥660
 Georgia Beach

カリブ （ラム＋パイン＋レモン） ¥660
 Carib

マイタイ～エンドウスペシャル～ ¥720
Mai－Tai

ピニャコラーダ （ラム＋ココナッツミルク＋レモン＋パイン） ¥720
Pina Colada

（ラム＋レモン＋シロップ＋フレーズ） ¥770
Frozen strawberry Daiquiri

フローズンバナナダイキリ （ラム＋レモン＋シロップ＋バナナ） ¥770
Frozen Banana Daiquiri

モヒート （ラム＋シロップ＋ソーダ+フレッシュミント） ¥770
Mojito

注）フレッシュミントが入荷しない時期がありますのでご了承ください。

11 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

フローズンストロベリーダイキリ

 Rum

（ラム＋ロッソ＋アプリコット＋レモン＋グレナデン）

（ラム＋グレープフルーツ＋シロップ＋グレナデン）

（モルガン＋パッション＋アマレット＋モニカ＋パイン）

（ラム＋グアバ＋パイン＋レモン＋グレナデン＋マイヤーズ）



 

テキーラ

　　　 
テキーラトニック （テキーラ＋トニック） ¥550

Tequila and Tonic

テキーラバック （テキーラ＋ジンジャエール） ¥550
Tequila buck

メキシコーク （テキーラ＋コーク） ¥550
Mexicola

テキーラサンライズ （テキーラ＋オレンジ＋グレナデン） ¥610
Tequila Sunrize

テキーラサンセット （テキーラ＋レモン＋グレナデン） ¥610
Tequila Sunset

マタドール （テキーラ＋パイン＋ライム） ¥660
Matador

マルガリータ （テキーラ＋レモン＋コアントロ＋ソルト） ¥660
Margarita

コンチータ （テキーラ＋グレープフルーツ＋レモン） ¥660
Conchita

メキシカン （テキーラ＋パイン＋グレナデン） ¥660
Mexican

シクラメン ¥660
Cyclamen

ソルティーブル （テキーラ＋グレープフルーツ＋ソルト） ¥660
        Salty Bull

イエローボクサー （テキーラ＋ガリアーノ＋ライム） ¥660
    Yellow boxer

エルディアブロ （テキーラ＋カシス＋ジンジャエール） ¥660
El Diablo

スローテキーラ （テキーラ＋スロージン＋レモン＋きゅうり） ¥660
Sloe Tequila

グランマニエマルガリータ （テキーラ＋レモン＋グランマニエ＋ソルト） ¥660
        Grand Marnier Margarita

アンバサダー （テキーラ＋オレンジ＋シロップ） ¥660
Ambassador

¥720
         Frozen strawberry Margarita

¥720
         Frozen Banana Margarita

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 12

 Tequila

（テキーラ＋コアントロ＋レモン＋オレンジ＋グレナデン）

フローズンストロベリーマルガリータ （テキーラ＋レモン＋コアントロー＋フレーズ＋ソルト）

フローズンバナナマルガリータ （テキーラ＋レモン＋コアントロー＋バナナ＋ソルト）



 

ブランデー＆ウィスキーカクテル
　　　 

サイドカー （ブランデー＋コアントロー＋レモン） ¥660
Side Car

ダーティーマザー （ブランデー＋カルア） ¥610
Dirty Mother

デビル （ブランデー＋ペパーミント） ¥660
Devil

ビトウィン・ザ・シーツ （ブランデー＋ラム＋コアントロ＋レモン） ¥660
Between the Sheets

サマーファン （ブランデー＋バナナ＋オレンジ＋パイン） ¥660
Summer Fun

ゴッドファーザー （ウィスキー＋アマレット） ¥610
Tequila and Tonic

ハンター （ウィスキー＋チェリーブランデー） ¥610
Hunter

ニューヨーク （ウィスキー＋レモン＋グレナデン） ¥610
New York

アフィニティー （ウィスキー＋ドライ＆ロッソ＋アンゴスチュラ） ¥660
Affinity

ホールインワン （ウィスキー＋ドライ＋レモン＋オレンジ） ¥660
 Hole in one

ワインカクテル

キール （カシス＋白ワイン） ¥550
Kir

キティー （赤ワイン＋ジンジャエール） ¥550
Kitty

サングリア （赤ワイン＋グレナデン＋オレンジ＋パイン） ¥610
Sangria

ワインクーラー （赤ワイン＋オレンジ＋グレナデン） ¥610
 Winecooler

キスール （白ワイン＋カシス＋ピーチ＋チャールストン＋ＧＦ ¥660
Kisslle

エフディーノ （赤ワイン＋カシス＋フランボワーズ＋オレンジ） ¥660
F Dino

オペレーター （白ワイン＋ジンジャエール＋レモン）　　　　　　　　　　　　　　　¥610
operator

グラスワイン

赤 or 白 各\500
Glass of wine RED OR WHITE

ボトルワイン 別途メニューがあります。詳しくはスタッフまで！

 A Bottle of Wine Ask staff.

13 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

 Brandy & Whiskey Base

 Wine Cocktail

 Grass Wine



 

カシス（黒すぐり）
　　　 

カシスソーダー　　  (カシス＋ソーダー) ¥550
Cassis and Soda

カシストニック （カシス＋トニックウォーター） ¥550
Cassis and Tonic

カシスバック （カシス＋ジンジャーエール） ¥550
Cassis and Ginger ale

カシスコーク （カシス＋コーラ） ¥550
Cassis and Coke

カシスオレンジ （カシス＋オレンジ） ¥550
Cassis and Orange juice

カシスグレープ （カシス＋グレープフルーツ） ¥550
Cassis and Grapefruit juice

カシスパイン （カシス＋パイン） ¥550
Cassis and Pine juice

カシスウーロン （カシス＋ウーロン茶） ¥550
Cassis and Oolong tea

カシスミルク （カシス＋ミルク） ¥550
Cassis and Milk

シャーリーテンプル （カシス＋グレープフルーツ＋トニックウォーター） ¥610
Shirley Temple

フランボアーズ （木いちご）

フランボアーズソーダー （フランボアーズ＋ソーダー） ¥550
Framboise and Soda

フランボアーズトニック （フランボアーズ＋トニックウォーター） ¥550
Framboise and Tonic

フランボアーズバック （フランボアーズ＋ジンジャーエール） ¥550
Framboise and Ginger ale

フランボアーズコーク （フランボアーズ＋コーラ） ¥550
Framboise and Coke

フランボアーズオレンジ （フランボアーズ＋オレンジ） ¥550
Framboise and Orange juice

フランボアーズグレープ （フランボアーズ＋グレープフルーツ） ¥550
Framboise and Grapefruit juice

フランボアーズパイン （フランボアーズ＋パイン） ¥550
Framboise and Pine juice

フランボアーズウーロン （フランボアーズ＋ウーロン茶） ¥550
Framboise and Oolong tea

フランボアーズミルク （フランボアーズ＋ミルク） ¥550
Framboise and Milk

フランボアーズラッシー （フランボアーズ＋ヨギ＋パイン＋ミルク） ¥610
Framboise Lassi

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 14

 Cassis

 Framboise



 

フレーズ（苺）
　　　 

フレーズソーダー （フレーズ＋ソーダー） ¥550
Strawberry and Soda

フレーズトニック （フレーズ＋トニックウォーター） ¥550
Strawberry and Tonic

フレーズバック （フレーズ＋ジンジャーエール） ¥550
Strawberry and Ginger ale

フレーズコーク （フレーズ＋コーラ） ¥550
Strawberry and Coke

フレーズオレンジ （フレーズ＋オレンジ） ¥550
Strawberry and Orange juice

フレーズグレープ （フレーズ＋グレープフルーツ） ¥550
Strawberry and Grapefruit juice

フレーズパイン （フレーズ＋パイン） ¥550
Strawberry and Pine juice

フレーズウーロン （フレーズ＋ウーロン茶） ¥550
Strawberry and Oolong tea

フレーズミルク （フレーズ＋ミルク） ¥550
Strawberry and Milk

フレーズフィズ （フレーズ＋レモン＋シロップ＋ソーダー） ¥610
Strawberry fizz

ぺシェ （ピーチ）

ピーチソーダー （ピーチ＋ソーダー） ¥550
Peach and Soda

ピーチトニック （ピーチ＋トニックウォーター） ¥550
Peach and Tonic

ピーチバック （ピーチ＋ジンジャーエール） ¥550
Peach and Ginger ale

ピーチコーク （ピーチ＋コーラ） ¥550
Peach and Coke

ピーチオレンジ （ピーチ＋オレンジ） ¥550
Peach and Orange juice

ピーチグレープ （ピーチ＋グレープフルーツ） ¥550
Peach and Grapefruit juice

ピーチパイン （ピーチ＋パイン） ¥550
Peach and Pine juice

レゲェパンチ （ピーチ＋ウーロン茶） ¥550
Peach and Oolong tea

ピーチミルク （ピーチ＋ミルク） ¥550
Peach and Milk

ピーチフィズ （ピーチ＋レモン＋シロップ＋ソーダー） ¥610
Peach fizz

15 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

Fraise  

Peche



 

パライソ（ライチ）
　　　 

パライソソーダー （パライソ＋ソーダー） ¥550
Litch and Soda

パライソトニック （パライソ＋トニックウォーター） ¥550
Litch and Tonic

パライソバック （パライソ＋ジンジャーエール） ¥550
Litch and Ginger ale

パライソコーク （パライソ＋コーラ） ¥550
Litch and Coke

パライソオレンジ （パライソ＋オレンジ） ¥550
Litch and Orange juice

パライソグレープ （パライソ＋グレープフルーツ） ¥550
Litch and Grapefruit juice

パライソパイン （パライソ＋パイン） ¥550
Litch and Pine juice

パライソウーロン （パライソ＋ウーロン茶） ¥550
Litch and Oolong tea

パライソミルク （パライソ＋ミルク） ¥550
Litch and Milk

チャイナブルー ¥610
China Blue

 楊貴妃 Yang Kuei Fei ¥660

ブルーベリー

ブルーベリーソーダー （ブルーベリー＋ソーダー） ¥550
Blueberry and Soda

ブルーベリートニック （ブルーベリー＋トニックウォーター） ¥550
Blueberry and Tonic

ブルーベリーバック （ブルーベリー＋ジンジャーエール） ¥550
Blueberry and Ginger ale

ブルーベリーコーク （ブルーベリー＋コーラ） ¥550
Blueberry and Coke

ブルーベリーオレンジ （ブルーベリー＋オレンジ） ¥550
Blueberry and Orange juice

ブルーベリーグレープ （ブルーベリー＋グレープフルーツ） ¥550
Blueberry and Grapefruit juice

ブルーベリーパイン （ブルーベリー＋パイン） ¥550
Blueberry and Pine juice

ブルーベリーウーロン （ブルーベリー＋ウーロン茶） ¥550
Blueberry and Oolong tea

ブルーベリーミルク （ブルーベリー＋ミルク） ¥550
Blueberry and Milk

ベリーベリー （ブルーベリー＋クランベリージュース） ¥610
Blueberry and Cranberry juice

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 16

（パライソ＋グレープフルーツ＋トニックウォーター＋ブルーキュラソー）

（パライソ＋桂花陳酒＋グレープフルーツ＋ブルーキュラソー）

 Paraiso

 Blueberry



 

バナナ（バナナ）
　　　 

バナナソーダー （バナナ＋ソーダー） ¥550
Banana and Soda

バナナトニック （バナナ＋トニックウォーター） ¥550
Banana and Tonic

バナナバック （バナナ＋ジンジャーエール） ¥550
Banana and Ginger ale

バナナコーク （バナナ＋コーラ） ¥550
Banana and Coke

バナナオレンジ （バナナ＋オレンジ） ¥550
Banana and Orange juice

バナナグレープ （バナナ＋グレープフルーツ） ¥550
Banana and Grapefruit juice

バナナパイン （バナナ＋パイン） ¥550
Banana and Pine juice

バナナウーロン （バナナ＋ウーロン茶） ¥550
       Banana and Oolong tea

バナナミルク （バナナ＋ミルク） ¥550
Banana and Milk

バナナラッシー （バナナ＋ヨギ＋オレンジ＋ミルク） ¥610
Banana Lassi

マンゴヤン（マンゴー）

マンゴヤンソーダー （マンゴヤン＋ソーダー） ¥550
Mango and Soda

マンゴヤントニック （マンゴヤン＋トニックウォーター） ¥550
Mango and Tonic

マンゴヤンバック （マンゴヤン＋ジンジャーエール） ¥550
Mango and Ginger ale

マンゴヤンコーク （マンゴヤン＋コーラ） ¥550
Mango and Coke

マンゴヤンオレンジ （マンゴヤン＋オレンジ） ¥550
Mango and Orange juice

マンゴヤングレープ （マンゴヤン＋グレープフルーツ） ¥550
Mango and Grapefruit juice

マンゴヤンパイン （マンゴヤン＋パイン） ¥550
Mango and pine juice

マンゴヤンウーロン （マンゴヤン＋ウーロン茶） ¥550
Mango and Oolong tea

マンゴヤンミルク （マンゴヤン＋ミルク） ¥550
Mango and Milk

マンゴヤンラッシー （マンゴヤン＋ヨギ＋パイン＋ミルク） ¥610
Mango Lassi

17 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

Mangoyan

Banana



 

パッソア（パッションフルーツ）
　　　 

パッソアソーダー （パッソア＋ソーダー） ¥550
Passionfruit and Soda

パッソアトニック （パッソア＋トニックウォーター） ¥550
Passionfruit and Tonic

パッソアバック （パッソア＋ジンジャーエール） ¥550
Passionfruit and Ginger ale

パッソアコーク （パッソア＋コーラ） ¥550
Passionfruit and Coke

パッソアオレンジ （パッソア＋オレンジ） ¥550
Passionfruit and Orange juice

パッソアグレープ （パッソア＋グレープフルーツ） ¥550
Passionfruit and Grapefruit juice

パッソアパイン （パッソア＋パイン） ¥550
Passionfruit and Pine juice

パッソアウーロン （パッソア＋ウーロン茶） ¥550
Passionfruit and Oolong tea

パッソアミルク （パッソア＋ミルク） ¥550
Passionfruit and Milk

パッソモーニ ¥610
Passionfruit moni

ブラックパイナップル（パイン）

パインソーダー （パイン＋ソーダー） ¥550
Pine and Soda

パイントニック （パイン＋トニックウォーター） ¥550
Pine and Tonic

パインバック （パイン＋ジンジャーエール） ¥550
Pine and Ginger ale

パインコーク （パイン＋コーラ） ¥550
Pine and Coke

パインオレンジ （パイン＋オレンジ） ¥550
Pine and Orange juice

パイングレープ （パイン＋グレープフルーツ） ¥550
Pine and grapefruit juice

パインパイン （パイン＋パイン） ¥550
Pine and
Pi  j i

パインウーロン （パイン＋ウーロン茶） ¥550
Pine and Oolong tea

パインミルク （パイン＋ミルク） ¥550
Pine and Milk

パインモーニ ¥610
Pine moni

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 18

（パッソア＋グレープフルーツ＋トニックウォーター）

（パイン＋グレープフルーツ＋トニックウォーター）

 Passoa

Black Pineapple



 

グァバ（グァバ）
　　　 

グァバソーダー （グァバ＋ソーダー） ¥550
Guava and Soda

グァバトニック （グァバ＋トニックウォーター） ¥550
Guava and Tonic

グァババック　 （グァバ＋ジンジャーエール） ¥550
Guava and Ginger ale

グァバコーク （グァバ＋コーラ） ¥550
Guava and Coke

グァバオレンジ （グァバ＋オレンジ） ¥550
Guava and Orange juice

グァバグレープ　 （グァバ＋グレープフルーツ） ¥550
Guava and Grapefruit juice

グァバパイン （グァバ＋パイン） ¥550
Guava and Pine juice

グァバウーロン （グァバ＋ウーロン茶） ¥550
Guava and Oolong tea

グァバミルク （グァバ＋ミルク） ¥550
Guava and Milk

グァバモーニ ¥610
Guava moni

ボスコープ （りんご）

ボスコープソーダー （ボスコープ＋ソーダー） ¥550
Apple and Soda

ボスコープトニック （ボスコープ＋トニックウォーター） ¥550
Apple and　Tonic

ボスコープバック （ボスコープ＋ジンジャーエール） ¥550
Apple and Ginger ale

ボスコープコーク （ボスコープ＋コーラ） ¥550
Apple and Coke

ボスコープオレンジ （ボスコープ＋オレンジ） ¥550
Apple and Orange juice

ボスコープグレープ （ボスコープ＋グレープフルーツ） ¥550
Apple and Grapefruit juice

ボスコープパイン （ボスコープ＋パイン） ¥550
Apple and Pine juice

ボスコープウーロン （ボスコープ＋ウーロン茶） ¥550
Apple and Oolong tea

ボスコープミルク （ボスコープ＋ミルク） ¥550
Apple and Milk

リンゴモーニ ¥610
Apple moni

19 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

（グァバ＋グレープフルーツ＋トニックウォーター）

（ボスコープ＋グレープフルーツ＋トニックウォーター）

 Guava

 Boskop



 

キュウイ（キュウイ）
　　　 

キュウイソーダー （キュウイ＋ソーダー） ¥550
Kiwi and Soda

キュウイトニック （キュウイ＋トニックウォーター） ¥550
Kiwi and Tonic

キュウイバック （キュウイ＋ジンジャーエール） ¥550
Kiwi and Ginger ale

キュウイコーク （キュウイ＋コーラ） ¥550
Kiwi and Coke

キュウイオレンジ （キュウイ＋オレンジ） ¥550
Kiwi and Orange juice

キュウイグレープ　 （キュウイ＋グレープフルーツ） ¥550
Kiwi and Grapefruit juice

キュウイパイン （キュウイ＋パイン） ¥550
Kiwi and Pine juice

キュウイウーロン （キュウイ＋ウーロン茶） ¥550
Kiwi and Oolong tea

キュウイミルク （キュウイ＋ミルク） ¥550
Kiwi and Milk

キュウイモーニ ¥610
Kiwi moni

ミドリ（メロン）

ミドリソーダー （ミドリ＋ソーダー） ¥550
Melon and Soda

ミドリトニック （ミドリ＋トニックウォーター） ¥550
Melon and Tonic

ミドリバック （ミドリ＋ジンジャーエール） ¥550
Melon and Ginger ale

ミドリコーク （ミドリ＋コーラ） ¥550
Melon and Coke

ミドリオレンジ （ミドリ＋オレンジ） ¥550
Melon and Orange juice

ミドリグレープ　 （ミドリ＋グレープフルーツ） ¥550
Melon and Grapefruit juice

ミドリパイン （ミドリ＋パイン） ¥550
Melon and Pine juice

ミドリウーロン （ミドリ＋ウーロン茶） ¥550
Melon and Oolong tea

ミドリミルク （ミドリ＋ミルク） ¥550
Melon and Milk

ミドリモーニ ¥610
Melon moni

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 20

（キュウイ＋グレープフルーツ＋トニックウォーター）

（ミドリ＋グレープフルーツ＋トニックウォーター）

 Kiwi

  Midori



 

レッドベア（タウリン）
　　　 

レッドベアソーダー （レッドベア＋ソーダー） ¥550
Redbear and Soda

レッドベアトニック （レッドベア＋トニックウォーター） ¥550
Redbear and Tonic

レッドベアバック （レッドベア＋ジンジャーエール） ¥550
Redbear and Ginger ale

レッドベアコーク （レッドベア＋コーラ） ¥550
Redbear and Coke

レッドベアオレンジ （レッドベア＋オレンジ） ¥550
Redbear and Orange juice

レッドベアグレープ （レッドベア＋グレープフルーツ） ¥550
Redbear and Grapefruit juice

レッドベアパイン （レッドベア＋パイン） ¥550
Redbear and Pine juice

レッドベアウーロン （レッドベア＋ウーロン茶） ¥550
Redbear and Oolong tea

レッドベアミルク （レッドベア＋ミルク） ¥550
Redbear and Milk

タウリンフィズ ¥610
Redbear fizz

チャールストン（ミックスフルーツ）

チャールストンソーダー （チャールストン＋ソーダー） ¥550
Mix fruit and Soda

チャールストントニック （チャールストン＋トニックウォーター） ¥550
Mix fruit and Tonic

チャールストンバック （チャールストン＋ジンジャーエール） ¥550
Mix fruit and Ginger ale

チャールストンコーク （チャールストン＋コーラ） ¥550
Mix fruit and Coke

チャールストンオレンジ （チャールストン＋オレンジ） ¥550
Mix fruit and Orange juice

チャールストングレープ （チャールストン＋グレープフルーツ） ¥550
Mix fruit and Grapefruit juice

チャールストンパイン （チャールストン＋パイン） ¥550
Mix fruit and Pine juice

チャールストンウーロン （チャールストン＋ウーロン茶） ¥550
Mix fruit and Oolong tea

チャールストンミルク （チャールストン＋ミルク） ¥550
Mix fruit and Milk

チャールストンラッシー ¥610
Mix fruit Lassi

21 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

 Redbear

（レッドベア＋レモン＋シロップ＋ソーダー）

 Charleston

（チャールストン＋ヨギ＋オレンジ＋ミルク）



 

パンペルムーゼ（ウオッカ＆グレープフルーツ）
　　　 

パンペルムーゼソーダー （パンペルムーゼ＋ソーダー） ¥550
Grapefruit and Soda

パンペルムーゼトニック （パンペルムーゼ＋トニックウォーター） ¥550
Grapefruit and Tonic

パンペルムーゼバック （パンペルムーゼ＋ジンジャーエール） ¥550
Grapefruit and Ginger ale

パンペルムーゼコーク （パンペルムーゼ＋コーラ） ¥550
Grapefruit and Coke

パンペルムーゼオレンジ （パンペルムーゼ＋オレンジ） ¥550
Grapefruit and Orange juice

パンペルムーゼグレープ （パンペルムーゼ＋グレープフルーツ） ¥550
Grapefruit and Grapefruit juice

パンペルムーゼパイン （パンペルムーゼ＋パイン） ¥550
Grapefruit and Pine juice

パンペルムーゼロック （パンペルムーゼ＋ミルク） ¥550
Grapefruit on the rock

パンペルムーゼモーニ ¥610
Grapefruit moni

コアントロ（オレンジスィートビター）

コアントロソーダー （コアントロ＋ソーダー） ¥550
Cointreau and Soda

コアントロトニック （コアントロ＋トニックウォーター） ¥550
Cointreau and Tonic

コアントロオレンジ （コアントロ＋オレンジ） ¥550
Cointreau and Orange juice

コアントロロック （コアントロ） ¥550
Cointreau on the rock

グランマニエ（オレンジビター）

グランマニエソーダー （グランマニエ＋ソーダー） ¥550
Grand Marnier and Soda

グランマルニエトニック （グランマニエ＋トニックウォーター） ¥550
Grand Marnier and Tonic

グランマニエオレンジ （グランマニエ＋オレンジ） ¥550
Grand Marnier and Orange juice

グランマニエロック ¥550
Grand Marnier on the rock

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 22

 Pampelmuse

 Cointreau

（グランマニエ）

（パンペルムーゼ＋グレープフルーツ＋トニック）

 Grand Marnier



 

アドヴォカート（たまご）
　　　 

アヴォドカートソーダー （アヴォドカート＋ソーダー） ¥550
Egg and Soda

エッグノッグ （アヴォドカート＋ミルク） ¥550
Eggnog

スノーボール （アヴォドカート＋オレンジ＋ジンジャーエール） ¥610
Snow ball

ペパーミント（ミント）

ミントソーダ （ミント＋ソーダ） ¥550
Mint and Soda

ミントフラッペ （ミント＋クラッシュアイス） ¥550
Mint Frappe

バイオレット（すみれ）

バイオレットフィズ （バイオレット＋レモン＋シロップ＋ソーダ） ¥610
Tequila and Tonic

カンパリ（薬草）

カンパリソーダー （カンパリ＋ソーダー） ¥550
Campari and Soda

カンパリトニック （カンパリ＋トニックウォーター） ¥550
Campari and Tonic

カンパリバック （カンパリ＋ジンジャーエール） ¥550
Campari and Ginger ale

カンパリコーク （カンパリ＋コーラ） ¥550
Campari and Coke

カンパリオレンジ （カンパリ＋オレンジ） ¥550
Campari and Orange juice

カンパリグレープ （カンパリ＋グレープフルーツ） ¥550
Campari and Grapefruit juice

カンパリパイン （カンパリ＋パイン） ¥550
Campari and Pine juice

カンパリウーロン （カンパリ＋ウーロン茶） ¥550
Campari and Oolong tea

カンパリロック （カンパリ） ¥550
Campari on the rock

スプモーニ ¥610
Spumoni

23 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

 Advocaat

 Peppar  Mint

（カンパリ＋グレープフルーツ＋トニックウォーター）

 Violet

 Campari



 

イエガーマイスター（ハーブ＆スパイス）
　　　 

イエガーソーダー （イエガー＋ソーダー） ¥550
Jagermeister and Soda

イエガートニック （イエガー＋トニックウォーター） ¥550
Jagermeister and Tonic

イエガーバック （イエガー＋ジンジャーエール） ¥550
Jagermeister and Ginger ale

イエガーコーク （イエガー＋コーラ） ¥550
Jagermeister and Coke

イエガーオレンジ （イエガー＋オレンジ） ¥550
Jagermeister and Orange juice

イエガーグレープ （イエガー＋グレープフルーツ） ¥550
Jagermeister and Grapefruit juice

イエガーパイン （イエガー＋パイン） ¥550
Jagermeister and Pine juice

イエガーウーロン （イエガー＋ウーロン茶） ¥550
Jagermeister and Oolong tea

イエガーショット （イエガー） ¥550
Jagermeister shot

イエガモーニ ¥610
Jagermeister moni

アマレット（あんずの核）

アマレットソーダー （アマレット＋ソーダー） ¥550
Amaretto and Soda

アマレットトニック （アマレット＋トニックウォーター） ¥550
Amaretto and Tonic

アマレットバック （アマレット＋ジンジャーエール） ¥550
Amaretto and Ginger ale

アマレットコーク （アマレット＋コーラ） ¥550
Amaretto and Coke

アマレットオレンジ （アマレット＋オレンジ） ¥550
Amaretto and Orange juice

アマレットグレープ （アマレット＋グレープフルーツ） ¥550
Amaretto and Grapefruit juice

アマレットパイン （アマレット＋パイン） ¥550
Amaretto and Pine juice

アマレットウーロン （アマレット＋ウーロン茶） ¥550
Amaretto and Oolong tea

アマレットロック （アマレット） ¥550
Amaretto on the rock

アマレットミルク ¥550
Amaretto and Milk

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 24

 Jagermeister

（イエガー＋グレープフルーツ＋トニックウォーター）

 Amaretto

（アマレット＋ミルク）



 

マリーブリザール（バニラ）
　　　 

バニラソーダー （バニラ＋ソーダー） ¥550
Vanilla and Soda

バニラトニック （バニラ＋トニックウォーター） ¥550
Vanilla and Tonic

バニラバック （バニラ＋ジンジャーエール） ¥550
Vanilla and Ginger ale

バニラコーク （バニラ＋コーラ） ¥550
Vanilla and coke

バニラオレンジ （バニラ＋オレンジ） ¥550
Vanilla and Orange juice

バニラグレープ （バニラ＋グレープフルーツ） ¥550
Vanilla and Grapefruit juice

バニラパイン （バニラ＋パイン） ¥550
Vanilla and Pine juice

バニラミルク （バニラ＋ミルク） ¥550
Vanilla and Milk

バニラロック （バニラ） ¥550
Vanilla on the rock

バニララッシー ¥610
Vanilla Lassi

ストーンズ（ジンシャーワイン）

ストーンズソーダ （ストーンズ＋ソーダー） ¥770
Stones and Soda

ストーンズトニック （ストーンズ＋トニックウォーター） ¥770
Stones and Tonic

ストーンズバック （ストーンズ＋ジンジャーエール） ¥770
Stones and Ginger ale

ストーンズコーク （ストーンズ＋コーラ） ¥770
Stones and Coke

ストーンズオレンジ （ストーンズ＋オレンジ） ¥770
Stones and Orange juice

ストーンズグレープ （ストーンズ＋グレープフルーツ） ¥770
Stones and Grapefruit juice

ストーンズパイン （ストーンズ＋パイン） ¥770
Stones and Pine juice

ストーンズウーロン （ストーンズ＋ウーロン茶） ¥770
Stones and Oolong tea

ストーンズロック （ストーンズ） ¥770
Stones on the rock

ストーンモーニ ¥830
Stones moni

25 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

 Vanilla

（バニラ＋ヨギ＋ミルク＋オレンジ）

 Stones

（ストーンズ＋グレープフルーツ＋トニックウォーター）



 

レモンジェネバ（レモン）
　　　 

レモンソーダー （レモン＋ソーダー） ¥550
Lemon and Soda

レモントニック （レモン＋トニックウォーター） ¥550
Lemon and Tonic

レモンバック （レモン＋ジンジャーエール） ¥550
Lemon and Ginger ale

レモンコーク （レモン＋コーラ） ¥550
Lemon and Coke

レモンオレンジ （レモン＋オレンジ） ¥550
Lemon and Orange juice

レモングレープ （レモン＋グレープフルーツ） ¥550
Lemon and Grapefruit juice

レモンパイン （レモン＋パイン） ¥550
Lemon and Pine juice

レモンウーロン （レモン＋ウーロン茶） ¥550
Lemon and Oolong tea

レモンロック （レモン） ¥550
Lemon on the rock

ヨーグリート（ヨーグルト）

ヨーグリートソーダー （ヨーグリート＋ソーダー） ¥550
Yogurt and Soda

ヨーグリートトニック （ヨーグリート＋トニックウォーター） ¥550
Yogurt and Tonic

ヨーグリートバック （ヨーグリート＋ジンジャーエール） ¥550
Yogurt and Ginger ale

ヨーグリートコーク （ヨーグリート＋コーラ） ¥550
Yogurt and Coke

ヨーグリートオレンジ （ヨーグリート＋オレンジ） ¥550
Yogurt and Orange juice

ヨーグリートグレープ （ヨーグリート＋グレープフルーツ） ¥550
Yogurt and Grapefruit juice

ヨーグリートパイン （ヨーグリート＋パイン） ¥550
Yogurt and Pine juice

ヨーグリートミルク （ヨーグリート＋ミルク） ¥550
Yogurt and Milk

ヨーグリートラッシー （ヨーグリート＋オレンジ＋ミルク） ¥610
Yogurt Lassi

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 26

 Lemon Jenever

 Yogurito



 

カルア（コーヒー）
　　　 

カルアソーダー （カルア＋ソーダー） ¥550
Kahlua and Soda

カルアミルク （カルア＋ミルク） ¥550
Kahlua and Milk

ロイヤルカルアティー （カルア＋ティフィン＋ミルク） ¥610
Royal Kahlua tea

ベイリーズ（カカオクリーム）

ベイリーズミルク （ベイリーズ＋ミルク） ¥550
Baileys and Milk

ベイリーズロック （ベイリーズ） ¥550
Baileys on the rock

カカオ（カカオ）

カカオミルク （カカオ＋ミルク） ¥550
Cacao and Milk

カカオフィズ （カカオ＋レモン＋シロップ＋ソーダ） ¥610
Cacao fizz

ダージリン（紅茶）

ダージリンソーダー （ダージリン＋ソーダー） ¥550
Darjeeling and Soda

ダージリンバック （ダージリン＋ジンジャーエール） ¥550
Darjeeling and Ginger ale

ダージリンオレンジ （ダージリン＋オレンジ） ¥550
Darjeeling and Orange juice

ダージリンウーロン （ダージリン＋ウーロン茶） ¥550
Darjeeling and Oolong tea

ダージリンミルク （ダージリン＋ミルク） ¥550
Darjeeling and Milk

ダージリンフィズ （ダージリン＋レモン＋シロップ＋ソーダ） ¥610
Darjeeling fizz

チェリーブランデー（さくらんぼ　ブランデー）

チェリーフィズ ¥610
        Cherry fizz

27 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

（チェリーブランデー＋レモン＋シロップ＋ソーダ）

 Cherry Brandy

 Kahlua

 Baileys

 Cacao

 Darjeeling tea



 

ペルノ（香草）
　　　 

ペルノ　トラディショナル （ペルノ＋角砂糖＋ウォーター） ¥660
Pernod traditional style

サザンカンフォート（フルーツフレーバー）

ソコソーダー （サザンカンフォート＋ソーダー） ¥550
SoCo and Soda

ソコバック （サザンカンフォート＋ジンジャーエール） ¥550
SoCo and Ginger ale

ソコオレンジ （サザンカンフォート＋オレンジ） ¥550
SoCo and Orange juice

ソコトニック （サザンカンフォート＋トニック） ¥550
SoCo and Tonic

ソコロック （サザンカンフォート） ¥550
SoCo on the rock

ソコフィズ ¥550
SoCo fizz

マリブ（ココナッツ）

マリブソーダー （マリブ＋ソーダー） ¥550
Maribu and Soda

マリブトニック （マリブ＋トニックウォーター） ¥550
Maribu and Tonic

マリブバック （マリブ＋ジンジャーエール） ¥550
Maribu and Ginger ale

マリブコーク （マリブ＋コーラ） ¥550
Maribu and Coke

マリブオレンジ （マリブ＋オレンジ） ¥550
Maribu and Orange juice

マリブダンサー （マリブ＋グレープフルーツ） ¥550
Maribu and Grapefruit juice

マリブパイン （マリブ＋パイン） ¥550
Maribu and Pine juice

マリブウーロン （マリブ＋ウーロン茶） ¥550
Maribu and Oolong tea

マリブミルク ¥550
Maribu and Milk

マリブラッシー ¥610
Maribu Lassi

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 28

（マリブ＋ヨギ＋パイン＋オレンジ＋ミルク）

 Pernod

（サザンカンフォート＋レモン＋シロップ＋ソーダ）

 Southern Comfort

（マリブ＋ミルク）

 Maribu



 

ウォーターメロン（スイカ）
　　　 

スイカソーダー （スイカ＋ソーダー） ¥550
Watermrlon and Soda

スイカトニック （スイカ＋トニックウォーター） ¥550
Watermrlon and Tonic

スイカバック （スイカ＋ジンジャーエール） ¥550
Watermrlon and Ginger ale

スイカコーク （スイカ＋コーラ） ¥550
Watermrlon and Coke

スイカオレンジ （スイカ＋オレンジ） ¥550
Watermrlon and Orange juice

スイカグレープ （スイカ＋グレープフルーツ） ¥550
Watermrlon and Grapefruit juice

スイカパイン （スイカ＋パイン） ¥550
Watermrlon and Pine juice

スイカウーロン （スイカ＋ウーロン茶） ¥550
Watermrlon and Oolong tea

スイカミルク （スイカ＋ミルク） ¥550
Watermrlon and Milk

キャプテンモルガン（バニラフレーバー　ラム）

モルガンソーダー （モルガン＋ソーダー） ¥550
Morgan and Soda

モルガントニック （モルガン＋トニックウォーター） ¥550
Morgan and Tonic

モルガンバック （モルガン＋ジンジャーエール） ¥550
Morgan and Ginger ale

モルガンコーク （モルガン＋コーラ） ¥550
Morgan and Coke

モルガンロック （モルガン） ¥550
Morgan on the rock

マイヤーズ　ラム（ダークラム）

マイヤーズソーダー （マイヤーズ＋ソーダー） ¥550
Myers's and Soda

マイヤーズトニック （マイヤーズ＋トニックウォーター） ¥550
Myers's and Tonic

マイヤーズバック （マイヤーズ＋ジンジャーエール） ¥550
Myers's and Ginger ale

マイヤーズコーク （マイヤーズ＋コーラ） ¥550
Myers's and Coke

マイヤーズロック （マイヤーズ） ¥550
Myers's on the rock

29 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

 Watermrlon

 Captain Morgan

 Myers's Rum



　　　 

 

ノンアルコール　メニュー

このページ以降はノンアルコールメニューです。
It is alcohol-free menu after this page.

30

 Alcohol-free 　Menu



 

ノンアルコール　カクテル
　　　 

バージンジントニック （トニック＋ライム＋アンゴスチュラビターズ） ¥530
Alcohol-free Gin and Tonic

バージンジンバック （ジンジャー＋ライム＋アンゴスチュラビターズ） ¥530
Alcohol-free gin buck

バージンサンライズ （オレンジ＋グレナデンシロップ） ¥530
Alcohol-free Sunrize

バージンソルティドッグ （グレープフルーツ＋ソルト） ¥530
Alcohol-free Salty Dog

バージンシーブリーズ （クランベリー＋グレープフルーツ） ¥550
Alcohol-free Sea Breaze

シンデレラ （オレンジ＋パイン＋レモン） ¥550
Cinderella

¥610
Gentle Singapore sling

¥640
Alcohol-free Chi-Chi

¥640
Alcohol-free Sex on the Beach

¥530
Alcohol-free Beer

ノンアルコール　カシス

¥530
Alcohol-free Cassis and Soda

¥530
Alcohol-free Cassis and Tonic

¥530
Alcohol-free Cassis and Ginger ale

¥530
Alcohol-free Cassis and Coke

¥530
Alcohol-free Cassis and Orange juice

¥530
Alcohol-free Cassis and Grapefruit juice

¥530
Alcohol-free Cassis and Pine juice

¥530
Alcohol-free Cassis and Oolong tea

¥530
Alcohol-free Cassis and Milk

バージンシャーリーテンプル ¥550
Alcohol-free Shirley Temple

31 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

（カシスシロップ＋ミルク）

バージンカシスグレープ （カシスシロップ＋グレープフルーツ）

バージンカシスパイン （カシスシロップ＋パイン）

バージンカシスウーロン （カシスシロップ＋ウーロン茶）

 Non Alcohol  Cocktail

 Non Alcohol  Cassis

ノンアルコールビア

バージンカシスソーダー （カシスシロップ＋ソーダー）

（カシスシロップ＋グレープフルーツ＋トニックウォーター）

（パイン＋ライム＋グレナデン＋アンゴスチュラビターズ）ジェントルシンガポールスリング

バージンチチ （ココナッツミルク＋パイン＋レモン）

バージンセックスオンザビーチ （メロン＋グレナデン＋パイン＋クランベリー）

バージンカシスバック （カシスシロップ＋ジンジャーエール）

バージンカシスコーク （カシスシロップ＋コーラ）

バージンカシストニック （カシスシロップ＋トニックウォーター）

バージンカシスオレンジ （カシスシロップ＋オレンジ）

バージンカシスミルク



 

ノンアルコール　ピーチ
　　　 

バージンピーチソーダー （ピーチシロップ＋ソーダー） ¥530
Alcohol-free Peach and Soda

バージンピーチトニック （ピーチシロップ＋トニックウォーター） ¥530
Alcohol-free Peach and Tonic

バージンピーチバック （ピーチシロップ＋ジンジャーエール） ¥530
Alcohol-free Peach and Ginger ale

バージンピーチコーク （ピーチシロップ＋コーラ） ¥530
Alcohol-free Peach and Coke

バージンファジーネーブル （ピーチシロップ＋オレンジ） ¥530
Alcohol-free Peach and Orange juice

バージンピーチグレープ （ピーチシロップ＋グレープフルーツ） ¥530
Alcohol-free Peach and Grapefruit juice

バージンピーチパイン （ピーチシロップ＋パイン） ¥530
Alcohol-free Peach and Pine juice

バージンレゲェパンチ （ピーチシロップ＋ウーロン茶） ¥530
Alcohol-free Peach and Oolong tea

バージンピーチミルク （ピーチシロップ＋ミルク） ¥530
Alcohol-free Peach and Milk

バージンピーチフィズ ¥550
Alcohol-free Peach fizz

ノンアルコール　ライチ

バージンライチソーダー （ライチシロップ＋ソーダー） ¥530
Alcohol-free Litchi and Soda

バージンライチトニック （ライチシロップ＋トニックウォーター） ¥530
Alcohol-free Litchi and Tonic

バージンライチバック （ライチシロップ＋ジンジャーエール） ¥530
Alcohol-free Litchi and Ginger ale

バージンライチコーク （ライチシロップ＋コーラ） ¥530
Alcohol-free Litchi and Coke

バージンライチオレンジ （ライチシロップ＋オレンジ） ¥530
Alcohol-free Litchi and Orange juice

バージンライチグレープ （ライチシロップ＋グレープフルーツ） ¥530
Alcohol-free Litchi and Grapefruit juice

バージンライチパイン （ライチシロップ＋パイン） ¥530
Alcohol-free Litchi and Pine juice

バージンライチウーロン （ライチシロップ＋ウーロン茶） ¥530
Alcohol-free Litchi and Oolong tea

バージンライチミルク （ライチシロップ＋ミルク） ¥530
Alcohol-free Litchi and Milk

バージンチャイナブルー ¥550
Alcohol-free China blue

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 32

 Non Alcohol　Peach

（ピーチシロップ＋レモン＋シロップ＋ソーダー）

 Non Alcohol  Litchi

（ライチシロップ＋グレープフルーツ＋ブルー＋トニックウオーター）



 

ノンアルコール　メロン
　　　 

バージンメロンソーダー （メロンシロップ＋ソーダー） ¥530
Alcohol-free Meloni and Soda

バージンメロントニック （メロンシロップ＋トニックウォーター） ¥530
Alcohol-free Melon and Tonic

バージンメロンバック （メロンシロップ＋ジンジャーエール） ¥530
Alcohol-free Melon and Ginger ale

バージンメロンコーク （メロンシロップ＋コーラ） ¥530
Alcohol-free Melon and Coke

バージンメロンオレンジ （メロンシロップ＋オレンジ） ¥530
Alcohol-free Melon and Orange juice

バージンメロングレープ （メロンシロップ＋グレープフルーツ） ¥530
Alcohol-free Melon and Grapefruit juice

バージンメロンパイン （メロンシロップ＋パイン） ¥530
Alcohol-free Melon and Pine juice

バージンメロンウーロン （メロンシロップ＋ウーロン茶） ¥530
Alcohol-free Melon and Oolong tea

バージンメロンミルク （メロンシロップ＋ミルク） ¥530
Alcohol-free Melon and Milk

バージンメロンフィズ ¥550
Alcohol-free Melon fizz

ノンアルコール　マンゴー

バージンマンゴソーダー （マンゴシロップ＋ソーダー） ¥530
Alcohol-free Mango and Soda

バージンマンゴトニック （マンゴシロップ＋トニックウォーター） ¥530
Alcohol-free Mango and Tonic

バージンマンゴバック （マンゴシロップ＋ジンジャーエール） ¥530
Alcohol-free Mango and Ginger ale

バージンマンゴコーク （マンゴシロップ＋コーラ） ¥530
Alcohol-free Mango and Coke

バージンマンゴオレンジ （マンゴシロップ＋オレンジ） ¥530
Alcohol-free Mango and Orange juice

バージンマンゴグレープ （マンゴシロップ＋グレープフルーツ） ¥530
Alcohol-free Mango and Grapefruit juice

バージンマンゴパイン （マンゴシロップ＋パイン） ¥530
Alcohol-free Mango and Pine juice

バージンマンゴウーロン （マンゴシロップ＋ウーロン茶） ¥530
Alcohol-free Mango and Oolong tea

バージンマンゴミルク （マンゴシロップ＋ミルク） ¥530
Alcohol-free Mango and Milk

バージンマンゴラッシー ¥550
Alcohol-free Mango Lassi

33 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

  Non Alcohol  Melon

（メロンシロップ＋レモン＋シロップ＋ソーダー）

 Non Alcohol　Mango

（マンゴシロップ＋レモン＋パイン＋ミルク）



 

ノンアルコール　グァバ
　　　 

バージングァバソーダー （グァバシロップ＋ソーダー） ¥530
Alcohol-free Guava and Soda

バージングァバトニック （グァバシロップ＋トニックウォーター） ¥530
Alcohol-free Guava and Tonic

バージングァババック （グァバシロップ＋ジンジャーエール） ¥530
Alcohol-free Guava and Ginger ale

バージングァバコーク （グァバシロップ＋コーラ） ¥530
Alcohol-free Guava and Coke

バージングァバオレンジ （グァバシロップ＋オレンジ） ¥530
Alcohol-free Guava and Orange juice

バージングァバグレープ （グァバシロップ＋グレープフルーツ） ¥530
Alcohol-free Guava and Grapefruit juice

バージングァバパイン （グァバシロップ＋パイン） ¥530
Alcohol-free Guava and Pine juice

バージングァバウーロン （グァバシロップ＋ウーロン茶） ¥530
Alcohol-free Guava and Oolong tea

バージングァバミルク （グァバシロップ＋ミルク） ¥530
Alcohol-free Guava and Milk

バージングァバモーニ ¥550
Alcohol-free Guava moni

ノンアルコール　パイン

バージンパインソーダー （パインシロップ＋ソーダー） ¥530
Alcohol-free Pine and Soda

バージンパイントニック （パインシロップ＋トニックウォーター） ¥530
Alcohol-free Pine and Tonic

バージンパインバック （パインシロップ＋ジンジャーエール） ¥530
Alcohol-free Pine and Ginger ale

バージンパインコーク　 （パインシロップ＋コーラ） ¥530
Alcohol-free Pine and Coke

バージンパインオレンジ （パインシロップ＋オレンジ） ¥530
Alcohol-free Pine and Orange juice

バージンパイングレープ　 （パインシロップ＋グレープフルーツ） ¥530
Alcohol-free Pine and Grapefruit juice

バージンパインパイン （パインシロップ＋パイン） ¥530
Alcohol-free Pine and Pine juice

バージンパインウーロン （パインシロップ＋ウーロン茶） ¥530
Alcohol-free Pine and Oolong tea

バージンパインミルク （パインシロップ＋ミルク） ¥530
Alcohol-free Pine and Milk

バージンパインモーニ　 ¥550
Alcohol-free Pine moni

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 34

 Non Alcohol  Guava

（グァバシロップ＋グレープフルーツ＋トニックウオーター）

 Non Alcohol  Pine

（パインシロップ＋グレープフルーツ＋トニックウオーター）



 

ノンアルコール　マスカット
　　　 

バージンマスカットソーダー （マスカットシロップ＋ソーダー） ¥530
Alcohol-free Muscat and Soda

バージンマスカットトニック （マスカットシロップ＋トニックウォーター） ¥530
Alcohol-free Muscat and Tonic

バージンマスカットバック （マスカットシロップ＋ジンジャーエール） ¥530
Alcohol-free Muscat and Ginger ale

バージンマスカットコーク （マスカットシロップ＋コーラ） ¥530
Alcohol-free Muscat and Coke

バージンマスカットオレンジ （マスカットシロップ＋オレンジ） ¥530
Alcohol-free Muscat and Orange juice

バージンマスカットグレープ （マスカットシロップ＋グレープフルーツ） ¥530
Alcohol-free Muscat and Grapefruit juice

バージンマスカットパイン （マスカットシロップ＋パイン） ¥530
Alcohol-free Muscat and Pine juice

バージンマスカットウーロン （マスカットシロップ＋ウーロン茶） ¥530
Alcohol-free Muscat and Oolong tea

バージンマスカットミルク （マスカットシロップ＋ミルク） ¥530
Alcohol-free Muscat and Milk

バージンマスカモーニ ¥550
Alcohol-free Muscat moni

ノンアルコール　グレープフルーツ

バージングレープソーダー （グレープフルーツシロップ＋ソーダー） ¥530
Alcohol-free GrapeFruit and Soda

バージングレープトニック （グレープフルーツシロップ＋トニックウォーター） ¥530
Alcohol-free GrapeFruit and Tonic

バージングレープバック （グレープフルーツシロップ＋ジンジャーエール） ¥530
Alcohol-free GrapeFruit and Ginger ale

バージングレープコーク （グレープフルーツシロップ＋コーラ） ¥530
Alcohol-free GrapeFruit and Coke

バージングレープオレンジ （グレープフルーツシロップ＋オレンジ） ¥530
Alcohol-free GrapeFruit and Orange juice

バージングレープパイン （グレープフルーツシロップ＋パイン） ¥530
Alcohol-free GrapeFruit and Pine juice

バージングレープウーロン （グレープフルーツシロップ＋ウーロン茶） ¥530
Alcohol-free GrapeFruit and Oolong tea

バージングレープミルク （グレープフルーツシロップ＋ミルク） ¥530
Alcohol-free GrapeFruitt and Milk

バージングレープモーニ ¥550
Alcohol-free GrapeFruit moni

35 当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax.

 Non Alcohol  Muscat

（マスカットシロップ＋グレープフルーツ＋トニックウオーター）

 Non Alcohol   GrapeFruit

（グレープフルーツシロップ＋グレープフルーツ＋トニックウオーター）



 

ノンアルコール　ココナッツ
　　　 

バージンココナッツソーダー （ココナッツシロップ＋ソーダー） ¥530
Alcohol-free Coconut and Soda

バージンココナッツトニック （ココナッツシロップ＋トニックウォーター） ¥530
Alcohol-free Coconut and Tonic

バージンココバック （ココナッツ＋ジンジャーエール） ¥530
Alcohol-free Coconut and Ginger ale

バージンコココーク （ココナッツシロップ＋コーラ） ¥530
Alcohol-free Coconut and Coke

バージンココオレンジ （ココナッツシロップ＋オレンジ） ¥530
Alcohol-free Coconut and Orange juice

バージンココグレープ （ココナッツシロップ＋グレープフルーツ） ¥530
Alcohol-free Coconut and Grapefruit juice

バージンココパイン （ココナッツシロップ＋パイン） ¥530
Alcohol-free Coconut and Pine juice

バージンココウーロン （ココナッツシロップ＋ウーロン茶） ¥530
Alcohol-free Coconut and Oolong tea

バージンココミルク （ココナッツシロップ＋ミルク） ¥530
Alcohol-free Coconut and Milk

バージンココラッシー ¥550
Alcohol-free Coconut Lassi

ソフトドリンク

ウーロン茶 ¥330
Oolong tea

ジンジャーエール ¥330
Ginger ale

コーラ ¥330
Coke

カルピスウォーター ¥330
Calpis Wate

カルピスソーダ ¥330
Calpis soda

パインジュース ¥330
Pine juice

オレンジジュース ¥330
Orange juice

グレープフルーツジュース ¥330
Grapefruit juice

クランベリージュース ¥420
Cranberry juice

コーヒー ¥330
Coffee

当店のメニュー表記は全て税込み価格です。 Price including tax. 36

 Non Alcohol  Coconut

（ココナッツシロップ＋レモン＋パイン＋ミルク）

 Soft Drinks



Kitchen Bar Shiki

Kitchen Bar Shiki Happy 1st Anniversary 2016.8.15
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