
Drink menu



All prices are don't include tax and 10% service charge.
表示料金に、消費税・サービス料（10％）は含まれておりません。

If you have any food cannot take because of allergy, food intolerance, creed, religion, please notify us in advance.
We welcome inquiries from guests whether any meals contain particular ingredients and on any information about the origin of food.

We prepare our dishes to your taste.
食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

■Ｍｏｊｉｔｏ
　モヒート
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GIN Base

Cocktailカクテル

■Ｍａｒｔｉｎｉ
　マティーニ

926
■Ｇｉｍｌｅｔ
　ギムレット

926
■Ｗｈｉｔｅ Ｌａｄｙ
　ホワイトレディ

926

■Ｇｉｎ ＆ Ｔｏｎｉｃ
　ジントニック

926
■Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｓｌｉｎｇ
　シンガポールスリング

926

■Daiquiri
　ダイキリ

926
■Ｘ・Ｙ・Ｚ
　エックス・ワイ・ゼット

926

■Ｃｕｂａ Ｌｉｂｒｅ
　キューバリブレ

926

926

■Ｍａｎｈａｔｔａｎ
　マンハッタン

1,094
■Ｇｏｄｆａｔｈｅｒ
　ゴットファーザー

1,094

■Ｗｈｉｓｋｙ Ｓｏｕｒ
　ウィスキー サワー

1,094

■Ａｒｏｕｎｄ Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ
　アラウンド・ザ・ワールド

926

■Ｂａｌａｌａｉｋａ
　バラライカ

926
■Ｓａｌｔｙ Ｄｏｇ
　ソルティドック

926
■Ｍｏｓｃｏｗ Ｍｕｌｅ
　モスコミュール

926

■Ｂｌｏｏｄｙ Ｍａｒｙ
　ブラッディメアリー

926
■Ｃｏｓｍｏｐｏｌｉｔａｎ
　コスモポリタン

926

■Ｍａｒｇａｒｉｔａ
　マルガリータ

926
■Ｔｅｑｕｉｌａ Ｓｕｎｒｉｓｅ
　テキーラサンライズ

926

■Ｍｅｘｉｃｏ Ｒｏｓｅ
　メキシコ ローズ

926

■Ｇｕｌｆ Ｓｔｒｅａｍ
　ガルフストリーム

926

■Ａｌｅｘａｎｄｅｒ
　アレキサンダー

1,246
■Ｓｉｄｅ Ｃａｒ
　サイドカー

1,246
■Ｈｏｒｓｅ’ｓ Ｎｅｃｋ
　ホーセズネック

1,246

■Ｂｅｔｗｅｅｎ Ｔｈｅ Ｓｈｅｅｔｓ
　ビトウィーン・ザ・シーツ

1,246
■Ｉｒｉｓｈ Ｃｏｆｆｅｅ
　アイリッシュ コーヒー

1,246

Vodka Base

Tequila Base

RUM Bsee

Brandy Base

Whisky Base



All prices are don't include tax and 10% service charge.
表示料金に、消費税・サービス料（10％）は含まれておりません。

If you have any food cannot take because of allergy, food intolerance, creed, religion, please notify us in advance.
We welcome inquiries from guests whether any meals contain particular ingredients and on any information about the origin of food.

We prepare our dishes to your taste.
食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。
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Lique� Base
■Ｖａｌｅｎｃｉａ 
　バレンシア

■Ｓｐｕｍｏｎｉ 
　スプモーニ

■Ｋａｈｌｕａ Ｍｉｌｋ 
　カルーアミルク

■Ｆｕｚｚｙ Ｎｅｖｅｌ 
　ファジーネーブル

■Grasshopper 
　グラスホッパー

■Ａｐｒｉｃｏｔ Ｃｏｏｌｅｒ 
　アプリコットクーラー

■Ｃａｓｓｉｓ Ｏｒａｎｇｅ 
　カシスオレンジ

■Ｃａｍｐａｒｉ Ｓｏｄａ 
　カンパリソーダ

■Ｃｈｉｎａ Ｂｌｕｅ 
　チャイナブルー

■Ｆｉｚｚ 
　フィズ各種

Be� Base
■Ｒｅｄ Ｅｙｅ 
　レッドアイ

■Ｓｈａｎｄｙ Ｇａｆｆ 
　シャンディーガフ

■Ｄｏｇ’s Ｎｏｓｅ 
　ドッグズノーズ

N� Alcoh� Coctail
■Ｃｉｎｄｅｒｅｌｌａ 
　シンデレラ

■Ｖｉｒｇｉｎ Ｌｅｍｏｎａｄｅ 
　ヴァージンレモネード

■Ｓａｌａｔｏｇａ Ｃｏｏｌｅｒ 
　サラトガクーラー

■Ｌａｋｅ Shikotsu 
　レイク支笏（オリジナル）

Wine Base
■Ｋｉｒ 
　キール

■Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｌｅｍｏｎａｄｅ 
　アメリカンレモネード

■Ｗｉｎｅ Ｃｏｏｌｅｒ 
　ワインクーラー



All prices are don't include tax and 10% service charge.
表示料金に、消費税・サービス料（10％）は含まれておりません。

If you have any food cannot take because of allergy, food intolerance, creed, religion, please notify us in advance.
We welcome inquiries from guests whether any meals contain particular ingredients and on any information about the origin of food.

We prepare our dishes to your taste.
食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。
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D�estic

ウィスキー WHISKY

■Ｎｉｋｋａ Ｙｏｉｃｈｉ 
　ニッカ・シングルモルト余市

■Ｎｉｋｋａ Ｍｉｙａｇｉｋｙｏ 
　ニッカ・シングルモルト宮城峡

■Ｎｉｋｋａ Ｔａｋｅｔｓｕｒｕ 
　ニッカ・ピュアモルト竹鶴

■Ｎｉｋｋａ Ｔａｋｅｔｓｕｒｕ17Y 
　ニッカ・ピュアモルト竹鶴17年

■Ｎｉｋｋａ Ｔａｋｅｔｓｕｒｕ21Y 
　ニッカ・ピュアモルト竹鶴21年

■Ｓｕｎｔｏｒｙ Ｙａｍａｚａｋｉ 
　サントリー・シングルモルト山崎

■Ｓｕｎｔｏｒｙ Ｈａｋｕｓｈｕ 
　サントリー・シングルモルト白州

■Ｓｕｎｔｏｒｙ Ｃｈｉｔａ 
　サントリー・シングルグレーン知多

842 926

1,052 2,357

2,104

926 1,574

926 1,574

1,574

Irish Whisky
■Tullamore Dew タラモアデュー 926

Tennessee Whisky
■Jack Daniel's Black ジヤックダニエル ブラック 926

Calvados
■Grand solage de boulard グラン・ソラージュ・ド・ブラー 926

B�rb� Whisky
■Four Roses Black 
　フォアローゼス・ブラック

■Wild Turkey8Y 
　ワイルドターキー8年

Canadian Whisky 
■Canadian Club 
　カナディアンクラブ

■Canadian Club12Y 
　カナディアンクラブ12年

■Wild Turkey13Y 
　ワイルドターキー13年

■I・W Harper12Y 
　Ｉ・Ｗハーパー12年

■Blanton's 
　ブラントン

Cognac
■Remy Martin v.s.o.p 
　レミーマルタンＶ．Ｓ．Ｏ．Ｐ

■Hennessy v.ｓ.o.p 
　ヘネシーＶ．Ｓ．Ｏ．P

■Hennessy ｘ.o 
　ヘネシーX.OSingle Malt

■Glenfiddich12Y 
　グレンフィディック12年

■Bowmore 
　ボウモア

■Talisker10Y 
　タリスカー10年

■Laphroaig10Y 
　ラフロイグ10年

■The Macallan12Y 
　ザ・マッカラン12年

Scotch Whisky
■House Whisky 
　ハウスウィスキー

■Johnnie Walker Double Black 
　ジョニーウォーカーダブルブラック

■Chives Regal12Y 
　シーバスリーガル12年

■Old Parr12Y 
　オールドパー12年

■Royal Salute21Y 
　ロイヤルサルート21年

926

926



All prices are don't include tax and 10% service charge.
表示料金に、消費税・サービス料（10％）は含まれておりません。

If you have any food cannot take because of allergy, food intolerance, creed, religion, please notify us in advance.
We welcome inquiries from guests whether any meals contain particular ingredients and on any information about the origin of food.

We prepare our dishes to your taste.
食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。Bar Lounge Astral   バーラウンジ  アストラル

Be�
■Draft Beer（M） ASAHI 
　生ビール アサヒスーパードライ（中）

■Draft Beer（S） ASAHI 
　生ビール アサヒスーパードライ（小）

■Ｂｏｔｔｌｅ Ｂｅｅｒ・Ａｓａｈｉ・Ｓａｐｐｏｒｏ・Ｋｉｒｉｎ 
　瓶ビール

■Guinness 
　ギネス

Shochu
■TANTAKATAN 
　鍛高譚（しそ）

Ｂｏｔｔｌｅ 3,620Ｇｌａｓｓ 463
■ＳＥＫＩＴＯＢＡ 
　赤兎馬（芋）

Ｂｏｔｔｌｅ 5,892Ｇｌａｓｓ 673

■IICHIKO 
　いいちこ（麦）

Ｂｏｔｔｌｅ 3,788Ｇｌａｓｓ 547

■House Wine（White） 
　ハウスワイン白

Ｂｏｔｔｌｅ 2,946Ｇｌａｓｓ 758

■House Wine（Red） 
　ハウスワイン赤

Ｂｏｔｔｌｅ 2,946Ｇｌａｓｓ 758

Sake
■TAISETSUNOKURA 
　大雪乃蔵（180ｍｌ）

■ＫＯＫＵＳＨＩＭＵＳＯＵ 
　国士無双 吟醸（300ｍｌ）

■KITANONISHIKI 
　北の錦「まる田」特別純米（720ｍｌ）

Plum Liqu�
■Plum Wine 
　梅酒（グラス）

■Citron Liquor 
　ゆず酒（グラス）

WINE

Red Wine
■Pinot Noir 
　ピノ・ノワール

■Merlot 
　メルロー

■Cabernet Sauvignon 
　カベルネ・ソーヴィニヨン

■Chianti Classico 
　キャンティ・クラシコ

White Wine
■Chardonnay 
　シャルドネ

■Sauvignon Blanc 
　ソーヴィニヨン・ブラン

■Chablis 
　シャブリ

Champagne
■Moet ＆ Chandon（375ｍｌ） 
　モエ・エ・シャンドン

■Moet ＆ Chandon（750ｍｌ） 
　モエ・エ・シャンドン

Sp�klimg Wine
■House Sparkling Wine  ハウススパークリングワイン（750ｍｌ） ¥3,367

11,364 14,731

5,303 7,828

6,313 5,892

631 673

724 3,788

884 842

5,892

5,471 6,061

1,389

758 884



All prices are don't include tax and 10% service charge.
表示料金に、消費税・サービス料（10％）は含まれておりません。

If you have any food cannot take because of allergy, food intolerance, creed, religion, please notify us in advance.
We welcome inquiries from guests whether any meals contain particular ingredients and on any information about the origin of food.

We prepare our dishes to your taste.
食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

926926

2,189

589 673

589

589

421 589589 589

589 589589 589

589589 421
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Soft Drink
■Ginger Ale 
　ジンジャーエール

■Coca-cola 
　コカ・コーラ

■Oolong Tea 
　ウーロン茶

■Orange Juice 
　オレンジジュース

■Grapefruit Juice 
　グレープフルーツジュース

■Tomato Juice 
　トマトジュース

■Mango Juice 
　マンゴージュース

■Mineral Water 
　ミネラルウォーター

■Perrier 
　ペリエ

Appetaz� C�d 
■Ｇｒｅｅｎ Ｓｏybeans 
　枝豆

■Ｎｕｔｓ 
　ナッツ

■Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ 
　チョコレート

■Ｒａｗ Ｈａｍ ｗｉｔｈ ｏｎｉｏｎ ｓａｌａｄ 
　イタリア産生ハムオニオンサラダ添え

■Ｓｍｏｋｅｄ ｓａｌｍｏｎ ｗｉｔｈ ｏｎｉｏｎ ｓａｌａｄ 
　スモークサーモンオニオンサラダ添え

■Ｓｍｏｋｅｄ Ｗｉｌｄ Ｄｕｃｋ ｆｌａｖｏｒｅｄ ｐｅｐｐｅｒ 
　鴨肉のスモーク ペッパー風味　

■Ｓｔｉｃｋ ｓａｌａｄ 
　スティックサラダ

■Ｆｒｕｉｔ ｐｌａｔｅ 
　フルーツ盛り合わせ

Appetaz� Hot
■Ｈｏｋｋａｉｄｏ ｐｒｏｄｕｃｔ ｆｒｉｄｅ potato 北海道産フライドポテト


