DA DA Ï
ICON COCKTA ILS

DRINKABLES
アジアのハーブやスパイス、
フルーツをふんだんに使った
“グビグビ”飲めるカクテル！

sii dam mojito              900
[税込990]
シーダム・モヒート

定番のカクテルからアジアン・ツイストを加えたものまで
多数取り揃えました！

perfect lemon sour                          650
[税込715]
パーフェクト・レモンサワー

sangria                                     550
[税込605]
サングリア

dry lemon sour                              550
[税込605]
ドライ・レモンサワー

herb spritzer                               550
[税込605]
ハーブ・スプリッツァー

ノンケミケル・レモンを丸々1つ使ったパーフェクト・レモンサワー

タイのスウィートバジルと
自家製デーツシロップで作るモヒート

camjito       
カムヒート

STANDARD COCKTAILS

レモンの酸味とビターな味わいが特徴のレモンサワー

       700

ベリーをたっぷりと使った赤ワインのサングリア

ハーブが香る白ワインベースのすっきりカクテル

[税込770]

ベトナムのもち米のお酒
「ネップカム」
を
使ったアジアン・レブヒート

asian lemon cooler                          550
[税込605]
アジアン・レモンクーラー
ハーブと生姜のアジアンスタイル・レモンサワー

yellow heart               650
[税込715]
イエロー・ハート

デュワーズ12年で作るハウス・ハイボール

shonan gold citrus and lemongrass seltzer    600
[税込660]
湘南ゴールドとレモングラスのセルツァー

タイの
「メコン・ウィスキー」
とアプリコット
リキュールのまろやかな一杯

爽やかな柑橘とレモングラスが香るスッキリ味

kiyomi orange highball
清見オレンジ・ハイボール

bloody prick               800
[税込880]
ブラッディー・プリック

               750

[税込825]

甘酸っぱい清見オレンジをたっぷり使ったハイボール

フレッシュな金柑とハーブをふんだんに使いました

dadaÏ mule                 650
[税込715]
ダダイ・ミュール

HUGE FACTORY CRAFTS
みなとみらいにある自社ファクトリー[ NUMBER EIGHT DISTILLERY ]
[ NUMBER NINE BREWERY ] [ HAMMERHEAD ROASTERY ] で作られる
ジンやビール、
コーヒーを使ったカクテル

タマリンドの酸味が爽やかなモスコミュール

bombay sapphire tonic                      550
[税込605]
ボンベイサファイア・トニック
ボンベイサファイアで作るリッチな味わいのジントニック

kumquat & herb smash                      800
[税込880]
金柑“たまたま”のハーブスマッシュ

カカオラムのトロピカルなマイタイ

grey goose moscow mule                    650
[税込715]
グレイグース・モスコミュール
こだわりのモスコミュール

プリッキーヌを漬けたウォッカでつくる
ブラッディーメアリー

cacao mai thai             900
[税込990]
カカオ・マイタイ

dewar’s 12y highball                        550
[税込605]
デュワーズ12年ハイボール

gin & tonic DADA                      950
[税込1045]
ジントニック ダダ

No.8 gin & tonic                             650
[税込715]
ナンバーエイト・ジントニック
自社蒸留所NUMBER EIGHT DISTILLERYで蒸留された
ナンバーエイト・ジンのジントニック

lychee & jasmine                            550
[税込605]
ライチ・アンド・ジャスミン
ライチとジャスミンの爽やかな一杯

kaffir driver                                  550
[税込605]
カフィア・ドライバー
カフィアライムが香るスクリュー・ドライバー

no.8 gin dadaÏ editioin, fever tree mediterranean tonic

                  900
No.9 pine date IPA
[税込990]
ナンバーナイン・パインデーツIPA

danangot                   600
[税込660]
ダナンゴット

passion wheat ale, homemade date syrup,
pineapple juice

パイナップルやココナッツ香るトロピカルな1杯

HH cafe au chocolat                    950
[税込1045]
ハンマーヘッド・カフェ・オ・ショコラ
costarica coﬀee beans infused rum, vanilla ice cream,
chocolate sauce, macadamia syrup

amaro mellow            700
[税込770]
アマーロ・メロウ
ハーブと甘酸っぱいクランベリー、
ピリ辛のジンジャーシロップを合わせました！

berry suan                 650
[税込715]
ベリー・スアン
たっぷりのベリーを使い濃厚に仕上げた
バーボンベースのカクテル

espresso martini          1000
[税込1100]
エスプレッソ・マティーニ
ミントのフレーバーをまとった新感覚の
エスプレッソ・マティーニ

ON TAPS

B
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classic mojito                                750
[税込825]
クラシック・モヒート
ミントたっぷり！クラシックスタイルのモヒート

black oolong high                            600
[税込660]
黒烏龍ハイ
高級茶葉
「黒烏龍茶」
を使用したお茶割り

BOTTLE BEERS

shingha                              600
[税込660]
シンハー・生 | タイ |

goose island matilda              2750
グースアイランド マティルダ
[税込3025]

hoegaarden                              550
[税込605]
ヒューガルデン・生 | ベルギー |

heartland                           
ハートランド

No.9 Hazy IPA

       

ナンバーナイン・ヘイジーIPA

750

[税込825]

みなとみらいの自社醸造所のNo.9 BREWERYから届くオリジナルビール。
“Drinkable” をテーマに、食事に合う、グビグビと飲めるビールを提供しています！

saigon special                      
サイゴン・スペシャル

550

[税込605]

650

[税込715]

312 wheat ale                         800
[税込880]
312ウィートエール
federbrau              
フェダブロイ

800

[税込880]

210322

MOCKTAILS
MOCK [真似する] + COCKTAIL! お酒を一切使わないノンアルコールカクテル
アジアンのエッセンスを加えたモクテルを多数ご用意しました！

flamingo dao                                 500
[税込550]
フラミンゴ・ダオ
桃を使ったポップなモクテル

mango lassi                                 600
[税込660]
マンゴーラッシー
マンゴーとヨーグルトの爽やかな味わい

POPS & JUICES

classic lemonade                         500
[税込550]
クラシック・レモネード
レモンを丸ごと使った自家製レモンシロップで作るレモネード

ginger ale             ジンジャーエール     350 [税込385]

ライチフレーバーのレモネード

tonic water           トニック

coco lemonade                          500
[税込550]
ココ・レモネード

perrier               ぺリエ

homamde ginger ale                      500
[税込550]
自家製ジンジャーエール

すっきりとしたレモンのラッシー

tropical iced tea                          500
[税込550]
トロピカル・アイスティー

        500 [税込550]

orange juice                                450
[税込495]
100%ストレートオレンジジュース

dradon shin to                              750
[税込825]
ドラゴン・シントー

thapthim switchel                       500
[税込550]
サプティム・スウィッチェル

grapefruit juice                              450
[税込495]
100%ストレートグレープフルーツジュース

パッションフルーツのアイスティー

ドラゴンフルーツのベトナム風スムージー

        350 [税込385]

ココナッツ風味のレモネード

生姜たっぷりの辛口ジンジャーエール

lemon lassi                                  600
[税込660]
レモンラッシー

コカ・コーラ         350 [税込385]

coca cola

lychee lemonade                         500
[税込550]
ライチ・レモネード

tomato juice                                600
[税込660]
トマトジュース

ザクロとバイチャップルーのスウィッチェル

pineapple juice                             400
[税込440]
パイナップルジュース

COFFEE & TEA

  600 [税込660]
fresh herb tea    フレッシュ・ハーブティー  HOT
cranberry juice                              400
[税込440]
クランベリージュース

   500 [税込550]
lotus flower tea  蓮茶                    HOT
blended coffee                            450
[税込495]
ブレンドコーヒー
cafe latte                                 550
[税込605]
カフェラテ
espresso                                 450
[税込495]
エスプレッソ

   500 [税込550]
dragon fruit tea  ドラゴンフルーツティー    HOT
citrus rooibos    シトラス・ルイボスティー

fever tree ginger beer                       500
[税込550]
フィーバーツリー ジンジャービア

HOT  500 [税込550]

  ICED
   450 [税込495]
jasmine tea      茉莉花茶 - ジャスミンティー  HOT
   550 [税込605]
black oolong tea  黒烏龍茶               ICED
iced herb tea

fever tree mediterranean tonic               500
[税込550]
フィーバーツリー メディテラニアン・トニック

  本日のアイスハーブティー ICED
   550 [税込605]

MAKE YOURSELF A FAVORITE!
GIN
ボンベイ・サファイア
bombay sapphire
no.8 gin
ナンバーエイト・ジン
ナンバーエイト・ジン ダダイエディション
no.8 gin dadaÏ edition
ヘンドリックス
hendrick’s
モンキー47
monkey 47

VODKA
grey goose
grey goose citron
grey goose orange
grey goose poire
nep moi
nep cam
belvedere
ciroc

ADD.

RUM

batangaバタンガ
500[税込550]
パトロン・シルバー
patron silver 
800 [税込880]
パトロン・レポサド
patron reposado
1,300 [税込1430]
patron anejoパトロン・アネホ
1,800 [税込1980]
patron anejo huge barrel select2,000 [税込2200]

ハバナクラブ3年
havana club 3y
キャプテン・モルガン
captain morgan 
ハバナクラブ7年
havana club 7y
selvarey cacao rumセルバレイ カカオ ラム
diplomaticoディプロマティコ 
ron zacapa centenario 23y ロンサカパ センテナリオ23年

パトロン・アネホ HUGE バレル・セ レクト

WHISKEY

グレイグース

グレイグース・シトロン

グレイグース・オレンジ

グレイグース・ポワール
ネプ・モイ
ネプ・カム

ベルベデール
シロック

We have an assortment of beverages for
you to mix your favorite liqueur with.
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。

500[税込550]
600[税込660]
750[税込825]
800[税込880]
900[税込990]

TEQUILA

600[税込660]
600[税込660]
600[税込660]
600[税込660]
600[税込660]
700[税込770]
700[税込770]
900[税込990]

dewar’s 12y デュワーズ12年
500[税込550]
ジャック・ダニエル
jack daniel’s
600[税込660]
I.W.harper IWハーパー
600[税込660]
glenmorangie
グレンモーレンジ
800 [税込880]
hakushu single malt 白州シングルモルト 
900[税込990]
arran 10y
 アラン10年  
900[税込990]
ウッドフォード・リザーブ  900[税込990]
woodford reserve
yamazaki single malt山崎シングルモルト
900[税込990]

ソーダ
soda
50[税込55]
coca cola コカコーラ
50[税込55]
gingerale ジンジャーエール 50[税込55]

tonic water トニック
50[税込55]
オレンジ
orange
150[税込165]
grapefruit    グレープフルーツ 150[税込165]

VERMOUTH & SHERRY
carpano classico
 カルパノ・クラシコ
carpano dry
 カルパノ・ドライ
manzanilla la gitana  マンサニージャ・ラヒターナ
oloroso heredad de hidalgo

500[税込550]
500[税込550]
600[税込660]
600[税込660]

el candado pedro ximenez

800 [税込880]

オロロソ・ヘレダッド・デ・イダルゴ
エル・カンダード ペドロ・ヒメネス

pineapple パイナップル
mango   マンゴー
tomato   トマトジュース

100[税込110]
100[税込110]
200[税込220]

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。

500[税込550]
650[税込715]
850[税込935]
900[税込990]
900[税込990]
900[税込990]

fever tree ginger beer
300[税込330]
ジンジャービア
fever tree mediterranean tonic 300[税込330]
メディテラニアン・トニック

