
シャンパーニュ ギィ・ド・サンフラヴィー （シャンパン）¥1,500

ネブリナ シャルドネ （白ワイン・チリ） ¥600

グラス 白ワイン （フランス産） ¥800

ネブリナ カベルネソーヴィニヨン（赤ワイン・チリ） ¥600

グラス 赤ワイン （フランス産） ¥800

アサヒ スーパードライプレミアム 樽生 ¥650

アサヒ スーパードライブラック 樽生 ¥650

アサヒ スーパードライ樽生 ハーフ＆ハーフ ¥650
　（お好みの割合でお作りいたします）

キリンラガービール 中瓶 ¥700

ウーロン茶 ¥400

ジンジャーエール ¥450

コカコーラ ¥450

オレンジジュース（果汁100％） ¥500

グレープフルーツジュース（果汁100％） ¥500

パイナップルジュース（果汁100％) ¥500

ノンアルコールビール　アサヒドライゼロ ¥550

¥700

ノンアルコール白ワイン トラウベンモスト ¥700

ノンアルコール赤ワイン トラウベンモスト ¥700

ペリエ ¥700

絞りたてフレッシュオレンジジュース ¥850

絞りたてフレッシュグレープフルーツジュース ¥850

サラトガクーラー ¥600

シャーリーテンプル ¥600

ピーチベリー ¥700

シンデレラ ¥800

フロリダ ¥800

ベリーキュート ¥800

クールコリンズ ¥800

チャイナピンク ¥800

カシスオレンジ ¥900

Beer　ビール

Wine By The Glass　グラスワイン

Non Alcohol　ノンアルコール

Non Alcohol Cocktails ノンアルコールカクテル

ノンアルコールスパークリング デュク・ドゥ・モンターニュ



カシスグレープ ¥900

タリスカー １０年 ¥1,000

ハイランド パーク １８年 ¥1,000

クライヌリッシュ １４年 ¥1,200

ダルモア １２年 ¥1,200

ザ・グレンリベット １２年 ¥800

グレンフィディック １２年 ¥800

ザ・マッカラン １２年 ¥1,000

ストラスアイラ １２年 ¥1,200

グレンフィディック １８年 ¥1,300

スプリングバンク １０年 ¥1,200

オーヘントッシャン １２年 ¥900

グレンキンチー １２年 ¥1,000

ボウモア １２年 ¥900

ラフロイグ １０年 ¥1,000

アードベッグ １０年 ¥1,200

ラガヴーリン １６年 ¥1,500

グランツ ファミリー リザーヴ ¥650

デュワーズ ホワイトラベル ¥700

シーバスリーガル １２年 ¥800

オールド パー １２年　 ¥1,000

バランタイン １７年 ¥1,600

ジェムソン ¥700

タラモア デュー ¥700

ブッシュミルズ モルト １０年 ¥900

カネマラ シングルモルト ¥1,000

Islands Malt　～アイランズモルト～

Malt Scotch Whisky　モルトスコッチウイスキー

Lowlands Malt　～ローランドモルト～

Islay Malt　～アイラモルト～

Blended Scotch Whisky ブレンデッドスコッチウイスキー

Highlands Malt　～ハイランドモルト～

Speyside Malt　～スペイサイドモルト～

Campbeltown Malt　～キャンベルタウンモルト～

Irish Whisky　アイリッシュウイスキー



クラウン ローヤル ¥700

カナディアンクラブ　クラシック １２年 ¥700

竹鶴 ピュアモルト ¥800

シングルモルト 余市 ¥1,000

サントリー響 ジャパニーズハーモニー ¥1,100

シングルモルト 山崎１２年 ¥1,500

シングルモルト 白州１２年 ¥1,500

ザ イエローローズ オブテキサス ¥650

Ｉ．Ｗ．ハーパー ゴールドメダル ¥700

ワイルドターキー ８年 ¥800

オールド オーヴァーホルト ¥800

ブラントン ブラック ¥900

Ｉ．Ｗ．ハーパー １２年 ¥1,200

ブッカーズ ¥1,400

カルヴァドス ブラー グラン ソラージュ ¥800

クルボアジェ ＶＳＯＰ　ルージュ ¥900

グラッパ ディ モスカート ヴァルダヴィ ¥900

ヴュー マール シャトーヌフ・デュ・パプ ２００５ ¥1,800

ティオ ペペ ¥700

ラヒターナ マンサニーリャ ¥700

マンサニーリャ ラ・ゴヤ ¥800

マルケス ペドロ ヒメネス ¥800

Marc,Grappa　マール,グラッパ

Sherry　シェリー

Brandy　ブランデー

American Whisky　アメリカンウイスキー

Japanese Whisky　ジャパニーズウイスキー

Canadian Whisky　カナディアンウイスキー



ウォッカトニック 中辛口 12度 ¥800

モスコミュール 中辛口 12度 ¥900

スクリュードライバー 甘口 12度 ¥900

ブラッディメアリー 中辛口 12度 ¥900

バラライカ 中甘口 26度 ¥900

コスモポリタン 中辛口 22度 ¥900

キスオブファイヤー 中甘口 26度 ¥900

ゴッドマザー 中甘口 34度 ¥900

ソルティードッグ 中辛口 14度 ¥1,000

ジントニック 中辛口 12度 ¥800

ジンリッキー 辛口 12度 ¥900

ジンフィズ 中辛口 12度 ¥900

ジンライム 辛口 28度 ¥900

シンガポールスリング 中辛口 14度 ¥900

ネグローニ 中甘口 25度 ¥900

ギムレット 中辛口 26度 ¥900

ブルームーン 中甘口 23度 ¥900

アラスカ 中辛口 39度 ¥900

ホワイトレディー 中甘口 26度 ¥900

パリジャン 中辛口 24度 ¥900

マティーニ 辛口 35度 ¥900

Cocktails　カクテル

【 表示価格はすべて消費税込の価格です 】

Vodka Base　～ウォッカベース～

Gin Base　～ジンベース～

Rum Base　～ラムベース～



キューバリバー 甘口 12度 ¥800

ボストンクーラー 中甘口 12度 ¥900

バカルディカクテル 中辛口 26度 ¥900

ダイキリ 中辛口 26度 ¥900

エックス・ワイ・ジィー 中甘口 26度 ¥900

ホットバタードラム 中甘口 10度 ¥900

モヒート 中辛口 18度 ¥1,000

マルガリータ 中甘口 26度 ¥900

テキーラサンライズ 中甘口 12度 ¥900

マタドール 甘口 12度 ¥900

モッキンバード 中甘口 22度 ¥900

ジョンコリンズ 中辛口 26度 ¥900

ニューヨーク 中甘口 26度 ¥900

マンハッタン 中甘口 32度 ¥900

ゴッドファーザー 中甘口 34度 ¥900

ラスティーネール 中甘口 37度 ¥900

ジャックローズ 中甘口 18度 ¥900

サイドカー 中甘口 26度 ¥1,000

スティンガー 中辛口 32度 ¥1,000

アレキサンダー 甘口 23度 ¥1,000

カンパリソーダ 中甘口 8度 ¥800

カシスソーダ 中甘口 8度 ¥800

カルーアミルク 甘口 7度 ¥800

フランジェリコミルク 甘口 7度 ¥800

照葉樹林 中甘口 8度 ¥800

カカオフィズ 甘口 8度 ¥900

カンパリオレンジ 甘口 8度 ¥900

カンパリグレープ 中甘口 8度 ¥900

カシスオレンジ 甘口 8度 ¥900

カシスグレープ 中甘口 8度 ¥900

ファジーネーブル 甘口 8度 ¥900

スプモーニ 中甘口 6度 ¥900

Liqueur Base　～リキュールベース～

Whisky Base　～ウイスキーベース～

Brandy Base　～ブランデーベース～

Tequila Base　～テキーラベース～



グラスホッパー 甘口 15度 ¥900

スプリッツァー 中辛口 6度 ¥800

アメリカンレモネード 中辛口 3度 ¥900

キール 中辛口 11度 ¥900

キールロワイヤル 中辛口 12度 ¥1,500

キールアンペリアル 中辛口 12度 ¥1,500

ミモザ 中甘口 7度 ¥1,500

ベリーニ 中甘口 9度 ¥1,500

ブラックヴェルヴェット 中辛口 9度 ¥1,500

フレンチ７５ 中辛口 20度 ¥1,500

シャンディ・ガフ　Shandy Gaff 辛口 3度 ¥750

レッド・アイ　Red Eye 中辛口 3度 ¥750

麦焼酎　神秘の国熊野（和歌山） ¥600

米焼酎　黒潮（和歌山） ¥600

芋焼酎　富士白無限（和歌山） ¥600

芋焼酎　かね京　黒（宮崎） ¥700

麦焼酎　おこげ（大分） ¥700

芋焼酎　鼈<すっぽん>（鹿児島） ¥800

麦焼酎　夢想仙楽（福岡） ¥900

生貯蔵酒　長久　（180ml） ¥600

純米酒　黒牛　（180ml） ¥900

純米酒　車坂　五百万石　（180ml） ¥1,000

純米吟醸　雑賀　（180ml） ¥1,000

吟醸　羅生門鳳凰　（180ml）　 ¥1,100

純米吟醸　黒牛　碧山　（180ml）　 ¥1,100

純米大吟醸　羅生門　鳳寿　（180ml）　 ¥1,600

紀州完熟みかん梅酒 ¥650

紀州梅酒　紅南高 ¥800

自家製 南高梅の梅酒 <５年もの> ¥800

自家製 南高梅の梅酒 <１５年もの> ¥1,200

Ume Liquor　梅酒

Sake　日本酒

Shochu　焼酎

Beer Base　～ビールベース～

Champagne & Wine Base ～シャンパン・ワインベース～



【 表示価格はすべて消費税込の価格です 】



アサヒプレミアム生ビール“熟撰”　Draft Premium JUKUSEN¥750

瓶ビール　中瓶各種　　ASAHI,KIRIN 500ml ¥750

ドラフトギネス　　Draft Guiness Surger Bottle ¥900

グラスシャンパン　　Champagne By The Glass ¥1,500

グラスワイン（赤・白）　　Red or White Wine By The Glass ¥800

ドライシェリー　　Dry Sherry ¥800

梅酒　備長炭のしらべ　　Spirits Flavored With UME ¥700

紀州梅酒　紅南高　　Spirits Flavored With UME ¥800

米焼酎　黒潮（和歌山）　　Rice SHOCHU ¥600

麦焼酎　熊野（和歌山）　　Barley SHOCHU ¥600

芋焼酎　眞酒（25度・鹿児島）　　Potato SHOCHU ¥800

生貯蔵酒　長久　（180ml）　　Sake “CHOKYU” ¥650

純米吟醸　超超久　（300ml）　　Sake “CHOCHOKYU” ¥1,600 メロンフィズ　Melon Fizz

カカオフィズ　Cacao Fizz

アプリコットフィズ　Apricot Fizz

ウーロン茶　　Oolong Tea ¥500 マンゴーフィズ　Mango Fizz

ジンジャーエール　　Ginger Ale ¥500 バナナフィズ　Banana Fizz

コカコーラ　　Coca Cola ¥500 スロージンフィズ　Sloegin Fizz

ペリエ　　Perrier ¥700 ジンフィズ　Gin Fizz

フレッシュオレンジジュース　　Fresh Orange Juice ¥800

フレッシュグレープフルーツジュース　Fresh Grapefruit Juice¥800

ノンアルコールビール　　Non-Alcohol Beverage ¥600

カンパリソーダ　Campari & Soda 中甘口 8度

カシスソーダ　Cassis & Soda 中甘口 8度

ベリーキュート　　Very Cute ¥900 カカオフィズ　Cacao Fizz 甘口 8度

カシスオレンジ　　Cassis Orange ¥900 カンパリオレンジ　Campari Orange 甘口 8度

カシスグレープ　　Cassis Grapefruit ¥900 カンパリグレープ　Campari Grape Fruits 中甘口 8度

ビターオレンジ　　Bitter Orange ¥900 カシスオレンジ　Cassis Orange 甘口 8度

スプモーニ　　Spumoni ¥900 カシスグレープ　Cassis Grape Fruits 中甘口 8度

チャイナピンク　　China Pink ¥900 ファジーネーブル　Fuzzy Navel 甘口 8度

シンデレラ　　Cinderella ¥900 スプモーニ　Spumoni 中甘口 6度

フロリダ　　Florida ¥900 グラスホッパー　Grasshopper 甘口 15度

サラトガクーラー　　Salatoga Cooler ¥900 カルーアミルク　Kahlua & Milk 甘口 7度

シャーリーテンプル　　Shirley Temple ¥900 フランジェリコミルク　Frangelico & Milk 甘口 7度

照葉樹林　Shoyo Juling 中甘口 8度

BEER　ビール

BY THE GLASS　バイ・ザ・グラス

Original Cocktail～オリジナルカクテル～
和歌山の特産品である梅酒・

生姜（ジンジャーエール）・オレンジを

加えた爽やかなカクテル

紀州 梅バック

フランスを代表するオレンジとカシスの

さっぱりと仕上げました

JAPANESE RICE WINE　日本酒

NON ALCOHOL　ノンアルコール

NON ALCOHOL COCKTAILS　ノンアルコールカクテル

¥1,000

リキュールを使い、フィズスタイルで

フレンチ キッス
¥1,000

懐かしのカクテル  フィズ　～ Fizz ～
懐かしのお酒『フィズ』　初めてＢＡＲで飲んだお酒が

フィズだったというお客様も多いのではないでしょうか？

青春時代を謳歌したフィズを片手に原点回帰はいかがですか？

COCKTAILS　カクテル

Liqueur Base　～リキュールベース～



ジントニック　Gin & Tonic 中辛口 12度 ¥900 ジョンコリンズ　John Collins 中辛口

ジンリッキー　Gin Rickey 辛口 12度 ¥1,000 ニューヨーク　New York 中甘口

ジンフィズ　Gin Fizz 中辛口 12度 ¥1,000 マンハッタン　Manhattan 中甘口

ジンライム　Gin & Lime 辛口 28度 ¥1,000 ゴッドファーザー　Godfather 中甘口

シンガポールスリング Singapore Sling 中辛口 14度 ¥1,000 ラスティーネール　Rusty Nail 中甘口

ネグローニ Negroni 中甘口 25度 ¥1,000 アイリッシュコーヒー　Irish Coffee 中甘口

ギムレット Gimlet 中辛口 26度 ¥1,000

ブルームーン　Blue Moon 中甘口 23度 ¥1,000

アラスカ　Alaska 中辛口 39度 ¥1,000 ジャックローズ　Jack Rose 中甘口

ホワイトレディー　White Lady 中甘口 26度 ¥1,000 サイドカー　Side Car 中甘口

パリジャン　Parisian 中辛口 24度 ¥1,000 スティンガー　Stinger 中辛口

マティーニ　Martini 辛口 35度 ¥1,000 アレキサンダー　Alexander 甘口

ウォッカトニック　Vodka & Tonic 中辛口 12度 ¥900 スプリッツァー　Spritzer 中辛口

モスコミュール　Moscow Mule 中辛口 12度 ¥1,000 キール　Kir 中辛口

¥900 スクリュードライバー　Screwdriver 甘口 12度 ¥1,000 キールロワイヤル　Kir Royal 中辛口

¥900 ブラッディメアリー　Bloody Mary 中辛口 12度 ¥1,000 キールアンペリアル　Kir Imperial 中辛口

¥900 バラライカ　Balalaika 中甘口 26度 ¥1,000 ミモザ　Mimoza 中甘口

¥900 コスモポリタン　Cosmopolitan 中辛口 22度 ¥1,000 ベリーニ　Bellini 中甘口

¥900 キスオブファイヤー　Kiss Of Fire 中甘口 26度 ¥1,000 ブラックレイン　Black Rain 中辛口

¥900 ゴッドマザー　Godmother 中甘口 34度 ¥1,000 フレンチ７５　French 75 中辛口

¥1,000 ソルティードッグ　Solty Dog 中辛口 14度 ¥1,200

シャンディ・ガフ　Shandy Gaff 辛口

キューバリバー　Cuba Libre 甘口 12度 ¥900 レッド・アイ　Red Eye 中辛口

¥900 ボストンクーラー　Boston Cooler 中甘口 12度 ¥1,000

¥900 モヒート　Mojito 中辛口 18度 ¥1,000

¥900 バカルディカクテル　Bacardi Cocktail 中辛口 26度 ¥1,000 ハバナクラブ 3年　　Havana Club 3Y

¥1,000 ダイキリ　Daiquiri 中辛口 26度 ¥1,000 ハバナクラブ 7年　　Havana Club 7Y

¥1,000 エックス・ワイ・ジィー　X.Y.Z. 中甘口 26度 ¥1,000 パンペロ アニヴェルサリオ　　Pampero Aniversario

¥1,000 ホットバタードラム　Hot Buttered Rum 中甘口 10度 ¥1,000 バルバンクール 15年　　Barbancourt 15Y

¥1,000 トロワリビエール リゼルブスペシャル　　Trois Rivieres

¥1,000 ダモアゾー 1986・15年　　Damoiseau Rhum 1986

¥1,000 マルガリータ　Margarita 中甘口 26度 ¥1,000

¥1,200 テキーラサンライズ　Tequila Sunrise 中甘口 12度 ¥1,000

¥900 マタドール　Matador 甘口 12度 ¥1,000 クエルボ エスペシアル　　Cuervo Especial

¥900 モッキンバード　Mockingbird 中甘口 22度 ¥1,000 エラドゥーラ シルバー　　Herradura Silver

¥900 サウザ スリー ジェネレーション　Sauza Tres Generaciones

Tequila Base　～テキーラベース～

Gin Base　～ジンベース～Original Cocktail～オリジナルカクテル～
和歌山の特産品である梅酒・

Vodka Base　～ウォッカベース～

Rum Base　～ラムベース～

生姜（ジンジャーエール）・オレンジを

加えた爽やかなカクテル

紀州 梅バック

フランスを代表するオレンジとカシスの

さっぱりと仕上げました

¥1,000

リキュールを使い、フィズスタイルで

フレンチ キッス
¥1,000

懐かしのカクテル  フィズ　～ Fizz ～
懐かしのお酒『フィズ』　初めてＢＡＲで飲んだお酒が

フィズだったというお客様も多いのではないでしょうか？

青春時代を謳歌したフィズを片手に原点回帰はいかがですか？

COCKTAILS　カクテル

TEQUILA　テキーラ

Whisky Base　～ウイスキーベース～

Champagne & Wine Base ～シャンパン・ワインベース～

Brandy Base　～ブランデーベース～

Beer Base　～ビールベース～

RUM　ラム



26度 ¥1,000

26度 ¥1,000

32度 ¥1,200

34度 ¥1,000

37度 ¥1,000

9度 ¥1,200

18度 ¥1,200

26度 ¥1,200

32度 ¥1,200

23度 ¥1,200

6度 ¥1,000

11度 ¥1,200

12度 ¥1,400

12度 ¥1,400

7度 ¥1,400

9度 ¥1,400

12度 ¥1,400

20度 ¥1,400

3度 ¥900

3度 ¥900

¥800

¥1,000

¥1,000

¥1,500

トロワリビエール リゼルブスペシャル　　Trois Rivieres ¥1,600

¥2,000

¥1,000

¥1,200

サウザ スリー ジェネレーション　Sauza Tres Generaciones ¥1,800

TEQUILA　テキーラ

Whisky Base　～ウイスキーベース～

Champagne & Wine Base ～シャンパン・ワインベース～

Brandy Base　～ブランデーベース～

Beer Base　～ビールベース～

RUM　ラム


