kumquat &
hyuganatsu citrus sangria 750
[税込 825]
金柑と日向夏のサングリア

se a so na l
cock tail s

white wine, peach nectar, kumquat,
hyuganatsu citrus, syrup

hyuganatsu citrus pop 850
[税込 935]
日向夏のシトラスポップ
southern comfort, patron citronge,
pineapple juice, ginger ale, bitters,
hyuganatsu citrus, ginger ale

季節のカクテル
hime-lemon & basil hard selzter 650
[税込715]
姫レモンとバジルのハード・セルツァー

kumquat chilcano 900 [税込 990]
金柑のチルカーノ

hime lemon, basil infused absolute,
soda, fresh basil

pisco, aperol, kumquat, ginger ale,
tonic water, rosemary

bergamot tea soda ベルガモット・ティーソーダ

550

[税込 605]

tea soda, lemon, ginger ale

ﬂoral rebujito フローラル・レブヒート

550

[税込 605]

manzanilla la gitana, herb syrup, soda, lime, mint

"S" libre エス・リブレ
ginger spritzer ジンジャー・スプリッツァー

TAVERN
ORIGINA L
550 y e n

550

[税込 605]

ginger wine, ginger honey soda

dewar s 12y highball

sangria coke サングリアコーク

550

[税込 605]

homemade sangria, orange, coke

550

[税込 605]

デュワーズ12年ハイボール
dewar ' s 12y, soda

bombay sapphire & tonic

berry diablo ベリー・ディアブロ

バーテンダーオリジナルの
¥550均一カクテル

550

[税込 605]

havana club 3y, botanical syrup, coke, lime

550

550

[税込 605]

ボンベイサファイア・トニック
bombay sapphire, tonic water

[税込 605]

cascahuin blanco, sangria, lime, ginger ale

grey goose moscow mule
redler レドラー

550

lemon rocks, red citrus lemonade, lemon juice, beer, lemon slice

ginger bourbon highball
ジンジャーバーボンハイボール

[税込 605]

750

[税込 715]

Ginger BOURBON, Huge NSO GINGER syrup, soda pop

BOTa nica l
cock tail s

number 8 gin & tonic

グレイグース・モスコミュール
grey goose, ginger syrup, lime, soda, ginger ale

hime-lemon & basil hard seltzer

650

[税込 715]

姬レモンとバジルのハード・セルツァー
hime lemon, basil infused absolute, soda, fresh basil

650

ナンバーエイト・ジントニック

650

[税込 715]

[税込 715]

number eight gin, tonic water

basil gin & tonic バジル・ジントニック

900

[税込 990]

basil infused tanqueray, fever tree tonic, lime

botanical ﬁzz ボタニカル・フィズ

950

[税込1045]

rosemary st. germain, lemon juice, syrup, soda, rosemary

shinjuku mule
ハーブやフルーツを使ったバーテンダー
特製の ボタニカル カクテル

800

[税込 880]

シンジュク・ミュール

grey goose premium moscow mule

950

[税込1045]

グレイグース プレミアム・モスコミュール

calvados, homemade ginger syrup, lime, ginger ale

grey goose, fever tree ginger beer, lime

citrus matador

750

[税込 715]

シトラス・マタドール

patron citronage, orange juice, lime juice, orange slice, lemon slice

monkey 47 premium gin & tonic

1200

[税込1320]

モンキー47 プレミアム・ジントニック
Monkey 47, fever tree mediterranean tonic, Lime

DRAFt / craft
from

NUMBER NINE BREWERy

QUAYS PILSNER
HAZY IPA

BEER
craft, bottle
and more

海に浮かぶ自社醸造所 NUMBER NINE BREWERYでつくるクラフトビール

[yokohama]

ABV 4.1% / IBU 25
ABV 5.1% / IBU 36

[yokohama]

COFFEE STOUT [yokohama]

ABV 5.0% / IBU 22

stella artois [belgium]

ABV 5.0% / IBU 30

hoegaarden white [belgium]

ABV 4.9% / IBU 13

goose island ipa

ABV 5.9% / IBU 55

キーズ・ピルスナー

1/2 PINT

ヘイジーIPA

1/2 PINT

コーヒー・スタウト

1/2 PINT

ステラ・アルトワ

650 PINT 1300
[税込 715]

[税込1430]

650 PINT 1300
[税込 715]

[税込1430]

650 PINT 1300
[税込 715]

REGULAR

[税込1430]

550 LARGE 1000
[税込 605]

[chicago]

ヒューガルデンホワイト

REGULAR

グースアイランドIPA

1/2 PINT

[税込1100]

550 LARGE 1200
[税込 605]

600

[税込1320]

PINT

[税込 660]

1200
[税込1320]

BOTTLE
Modelo Especial[mexico]

モデロ・スペシャル

355ml

kirin heartland

キリン ハートランド

330ml

[japan]

goose island matilda

[chicago]

estrella galicia 0.0 [spain]

グースアイランド・マチルダ

550

[税込 605]

600

[税込 660]

765ml

2750

[税込3025]

エストレーリャ・ガリシア 0.0 [0.0% Alcohol]

250ml

500

[税込 550]

Non-alcoholic MOCKTAILS
シトラス・ポップ

citrus pop

700

サラトガ・クーラー

saratoga cooler

レッドシトラス・レモネード

red citrus lemonade
甘酸っぱい真っ赤なレモネード

700

[税込 770]

フレッシュミントをふんだんに使ったノンアルコールのモヒート！

500

botanicoke

500

herbal squash

ボタニコーク

500

[税込 550]

ボタニカルシロップとコーラに香り高いローズマリー

[税込 550]

ジンジャーシロップで作った爽快モクテル

バージン・モヒート

virgin mojito

[税込 770]

フレッシュフルーツの爽やかな柑橘のポップ

MOCK+COCKTAIL=MOCKTAIL
カクテルを模したノンアルコールカクテル

ハーバル・スカッシュ

500

[税込 550]

ベルベイヌなどをブレンドした自家製ハーブシロップのスカッシュ

[税込 550]

SODA POP, water and juice
juice

soda pop
coca cola

コカ・コーラ

400

井筒ナイアガラ 白ぶどうジュース

600 [税込 660]

coca cola zero

コカ・コーラ ゼロ

400 [税込 440]

concord grape juice 井筒コンコード 赤ぶどうジュース

600 [税込 660]

ginger ale

ジンジャーエール

400 [税込 440]

tomato juice

完熟桃太郎トマト100%ジュース

650

niagara grape juice

[税込 440]

[税込 715]

fever tree tonic water フィーヴァーツリー トニックウォーター 500

[税込 550]

orange juice

フロリダ産100%オレンジジュース

500 [税込 550]

fever tree ginger beer フィーヴァーツリー ジンジャービア 500

[税込 550]

grapefruit juice

フロリダ産100%グレープフルーツジュース

500 [税込 550]

panna

パンナ [スティル]

650

wat e r
ペリエ [微発泡]

perrier

300ml
750ml

500 [税込 550]
800 [税込 880]

TEA SELECTION
アールグレイ [ホット or アイス]

from hammerhead roastery
横浜・ハンマーヘッドロースタリーで焙煎されるコーヒー豆は単一品種にこだわり、
毎朝丁寧にじっくりと焙煎されています。

500 [税込 550]

ベルガモットで香りをつけたフレーバーティー

アッサムCTC

assam ctc

colombia santuario yellow bourbon gold washed

500 [税込 550]

chamomile blend

キーライムのようなフレッシュな酸とほどよいスパイシーさが他にはない味わいです。
フルーティでスッキリした余韻が続きます。

カモミール・ブレンド

500 [税込 550]

iced coffee

アイスコーヒー

420 [税込462]

500 [税込 550]

single espresso

シングル・エスプレッソ

400 [税込440]

double espresso

ダブル・エスプレッソ

500 [税込550]

500 [税込 550]

cafe latte

カフェラテ [ホット or

アイス]

550 [税込605]

cappuccino

カプチーノ [ホット or

アイス]

550 [税込605]

caramel latte

キャラメル・ラテ [ホット or

カモミール・レモングラス・スペアミント

rose verbena

ローズ・ベルベーヌ

ベルベーヌ・ローズレッド・ペパーミント

rooibos ginger

ルイボス・ジンジャー

ルイボス・ハイビスカス・ジンジャー・エルダーフラワー

apple rosehip

500 [税込 550]

コロンビア サントゥアリオ イエローブルボン ゴールドウォッシュド

濃い味わいの紅茶。
ミルクティーにおすすめ！

He rb T E A

[税込 715]

COFFEE

s ta nda r d t e a
earl grey

500ml

アップル・ローズヒップ

500

[税込 550]

ローズヒップ・ハイビスカス・アップル・オレンジ

アイス]

600 [税込660]

M A KE YOURSE LF a favorite !
GIN
bombay sapphire
number 8 gin
tanqueray
sakurao
star of bombay
hendricks
kinobi
g-vine ﬂoraison
monkey 47
mgc dry gin
the botanist
silent pool
neversink

500 [税込550]

ナンバーエイト・ジン

600 [税込660] cascahuin blanco
600 [税込660] cuervo tradicional silver

タンカレー
桜尾

650 [税込715]

スターオブボンベイ

700 [税込770]

ヘンドリックス

800 [税込880]

季の美

850 [税込935]

ジーヴァイン・フロレゾン 850 [税込935]
モンキー47

900 [税込990]

MGCドライジン

950

ザ・ボタニスト

950 [税込1045]

サイレントプール

950 [税込1045]

ネバーシンク

1100

[税込1045]

[税込210]

vodka
grey goose
absolute
zubrowka
belvedere
ciroc

グレイグース

600 [税込660]

アブソリュート

600 [税込660]

ズブロッカ

700 [税込770]

ベルヴェデール

800

[税込880]

シロック

850

[税込935]

w hisk y

t equil a

ボンベイサファイア

batanga blanco

patron silver
sauza tres generaciones
don julio reposado
patron anejo barrel select

バタンガ・ブランコ

500 [税込550]

カスカウィン・ブランコ

700 [税込770]

クエルボ トラディショナル・シルバー

650 [税込715]

パトロン・シルバー

800 [税込880]

スリージェネレーション

900 [税込990]

ドンフリオ・レポサド

1200

[税込1320]

パトロン・アネホ HUGEバレルセレクト 2000 [税込2200]

prime r
campari
patron citronge
stones ginger wine
southern comfort
patron xo cafe
earl grey
dita
saint-germain
mr.black
cinzano [dry/rosso/orancio]
taylor s lbv 01

rum

カンパリ

500

[税込550]

パトロン・シトロンジ

500

[税込550]

ストーンズ・ジンジャーワイン

500

[税込550]

サザンカンフォート

500

[税込550]

パトロンXOカフェ

600

[税込660]

アールグレイ

600

[税込660]

ディタ

650

[税込715]

サンジェルマン

800

[税込880]

ミスターブラック

850

[税込935]

チンザノ[ドライ/ロッソ/オランチョ]

500

[税込550]

テイラーLBV 01

900

[税込990]

fina le

havana club 3y ハバナクラブ3年
キャプテンモルガン
captain morgan
mount gay black barrel マウントゲイ・ブラックバレル
バカルディ・オチョ
bacardi 8
ron zacapa centenario ロンサカパ・センテナリオ

500 [税込550] amaretto
600 [税込660] baileys

アマレット

600 [税込660]

ベイリーズ

600 [税込660]

600 [税込660] jagermeister
600 [税込660] sambuca

イエガーマイスター

650 [税込715]

サンブカ

700

[税込770]

800 [税込880] grappa

グラッパ

900

[税込990]

ScOTCH BLENDED

dewar s 12y
chivas regal
ballantine s 12y

デュワーズ12年
シーバスリーガル
バランタイン12年

500 [税込550]
700 [税込770]
700 [税込770]

ザグレンリヴェット
ザマッカラン
ラフロイグ

700 [税込770]
1000 [税込1100]
1000 [税込1100]

I.W.ハーパー
メーカーズマーク

500 [税込550]
600 [税込660]

S c O T C H si n g l e m a lt

the glenlivet
the macallan
laphroaig
bourbon

I.W. harper
maker s mark
ja pa n e s e

yoichi
chita
yamazaki
hakushu
m i x w i t h...

余市
知多
山崎
白州

900 [税込990]
900 [税込990]
1000 [税込1100]
1000 [税込1100]

お好きなアルコールとの組み合わせを
お申し付け下さい。

soda
ginger ale
coca cola
tonic water
orange juice
grapefruit juice
pineapple juice
tomato juice
fever tree tonic
ginger beer

We kindly ask you for an additional ¥385 / person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.
17時以降、
コペルト[席料]をお一人様385円22時以降、
深夜料金を10％頂戴しております。

ソーダ
ジンジャエール
コカ・コーラ
トニック
オレンジジュース
グレープフルーツジュース
パイナップルジュース
完熟トマトジュース
フィーバーツリー・トニック
ジンジャービア

50 [税込55]
50 [税込55]
50 [税込55]
50 [税込55]
210 [税込231]
210 [税込231]
210 [税込231]
250 [税込275]
350 [税込385]
350 [税込385]

