
モンテス・カベルネ・ソーヴィニヨン

えべおつWine

えべおつWine

ふかがわポワレ

※メニューは予告なく変更いたします

モンテス・カベルネ・ソーヴィニヨン ¥6,000

えべおつWine 虹 ¥5,500

えべおつWine 輝 ¥6,200

ふかがわシードル プレミアム ¥1,800

ふかがわシードル ドライ ¥1,600

ふかがわシードル 茜(あかね） ¥2,000

ふかがわポワレ ¥1,800

※メニューは予告なく変更いたします

Wine ・Cider・Ｐｏｉｒｅ’List



デュワーズハイボール

ジョンコリンズ

ハイランドクーラー

マンハッタン

ドライマンハッタン

キングスバレイ

ゴッドファーザー

ニューヨーク

サイドカー

アレキサンダー

ホワイトアレキサンダー

チェリーブロッサム

ジャックローズ

ビトウィーンザシーツ

フレンチコネクション

ダーティーマザー

デュワーズハイボール （スコッチウイスキー・ソーダ） やや辛口 ロング ８００円

ジョンコリンズ （バーボンウイスキー・レモンＪ・ガムＳ・ソーダ） 甘辛中間 ロング ８５０円

ハイランドクーラー （スコッチ・レモンＪ・レモンＪ・ジンジャーエール） 甘辛中間 ロング ８５０円

マンハッタン （スコッチ・スイートベルモット・アロマチックビター） やや辛口 ショート ８５０円

ドライマンハッタン （スコッチ・ドライベルモット・アロマチックビター） 辛口 ショート ８５０円

キングスバレイ （スコッチ・トリプリセック・ブルーキュラソー・ライムＪ）やや辛口 ショート ８５０円

ゴッドファーザー （スコッチウイスキー＋アマレット） 甘辛中間 ロング ８５０円

ニューヨーク （スコッチウイスキー＋ライムＪ＋グレナデンＳ） やや辛口 ショート ８５０円

サイドカー （ブランデー・トリプルセック・レモンＪ） やや辛口 ショート ８５０円

アレキサンダー （ブランデー・クレームドカカオ（茶）・生クリーム） 甘口 ショート ８５０円

ホワイトアレキサンダー （ブランデー・クレームドカカオ（白）・生クリーム） 甘口 ショート ８５０円

チェリーブロッサム （ブランデー・チェリーブランデー・オレンジキュラソー）甘辛中間 ショート ９００円

ジャックローズ （アップルブランデー・グレナデンＳ・ライムＪ） 甘辛中間 ショート ９５０円

ビトウィーンザシーツ （ブランデー・ラム・トリプルセック・レモンＪ） やや辛口 ショート ８５０円

フレンチコネクション （ブランデー・アマレット） やや甘口 ロング ８５０円

ダーティーマザー （ブランデー・コーヒーリキュール） やや甘口 ロング ８５０円

※上記メニュー以外も創ります。

ウイスキー　ベース　

ブランデー　ベース　



雪　　国

スレッジハンマー

バラライカ

コスモポリタン

ゴッドマザー

シー・ブリーズ

ソルティドッグ

ブラックルシアン

ホワイトルシアン

スクリュードライバー

雪　　国 （ウォッカ・トリプルセック・ライムＪ） 甘辛中間 ショート ８５０円

スレッジハンマー （ウォッカ・ライムＪ） 辛口 ショート ８５０円

バラライカ （ウォッカ・トリプルセック・レモンＪ） やや辛口 ショート ８５０円

コスモポリタン （ウォッカ・トリプルセック・ライムＪ・クランベリーＳ） 甘辛中間 ショート ８５０円

ゴッドマザー （ウォッカ・アマレット） 甘辛中間 ロング ８５０円

シー・ブリーズ （ウォッカ・グレープフルーツＪ・クランベリーＳ） 甘辛中間 ロング ８５０円

ソルティドッグ （ウォッカ・グレープフルーツＪ） 甘辛中間 ロング ８５０円

ブラックルシアン （ウォッカ・コーヒーリキュール） やや甘口 ロング ８５０円

ホワイトルシアン （ウォッカ・コーヒーリキュール・生クリーム） やや甘口 ロング ８５０円

スクリュードライバー （ウォッカ・オレンジＪ） 甘辛中間 ロング ８５０円

※上記メニュー以外も創ります。

ウォッカ　ベース　



Original　Cocktail　List

『きたそらちクラッシュ・ド』

『アクアマリーン』

『きたそらちフローズン』

『アロニア』

『レッドペリーラ』『ＭＩＳＯＲＡ』『ジャックローズ』

『Ｆｕｋａｇａｗａアップルフローズン』

『ブルームーン』



キングスバレイ

サイドカー

パパゲーナ

スカイダイビング

ブルーマルガリータ

グラスホッパー

マリアテレサ

ブルームーン

ホワイトレディー

キングスバレイ （スコッチウイスキー・トリプルセック・ライムＪ） やや辛口 ショート

サイドカー （ブランデー・トリプルセック・レモンＪ） やや辛口 ショート

パパゲーナ （ブランデー・Ｍｏｚダークリキュール・生クリーム） 甘口 ショート

バカルディ
（ピンクダイキリ）

（ホワイトラム・ライムＪ・グレナデンＳ） やや辛口 ショート

スカイダイビング （ホワイトラム・ブルーキュラソー・ライムＪ） 甘辛中間 ショート

ブルーマルガリータ （テキーラ・ブルーキュラソー・レモンＪ） 甘辛中間 ショート

グラスホッパー （クレームドカカオ白・ペパーミントグリーン・生クリーム） 甘辛中間 ショート

マリアテレサ （テキーラ・ライムＪ・クランベリーＳ） 甘辛中間 ショート

ブルームーン （ドライジン・パルフェタムール・レモンＪ） 甘辛中間 ショート

ホワイトレディー （ドライジン・トリプルセック・レモンＪ） やや辛口 ショート

お 薦 め　cocktail　



Godiva・cocktail　８８０円

ゴディバオンザロック

ゴディバミルク

ゴディバ・オレンジショコラ

white Godiva・cocktail　８８０円

ホワイトゴディバオンザロック

ホワイトゴディバ・ミルク

ホワイトゴディバ・オレンジショコラ

Mozart・cocktail　８３０円

チョコレート・ギムレット

チョコレート・ダイキリ

Godiva・cocktail　８８０円

ゴディバオンザロック （ゴディバチョコリキュール） 甘口 ロング

ゴディバミルク （ゴディバリキュール・ミルク） 甘口 ロング

ゴディバ・オレンジショコラ （ゴディバリキュール・ドライオレンジ・オレンジキュラソー） 甘辛中間 ショート

white Godiva・cocktail　８８０円 〚数量限定〛

ホワイトゴディバオンザロック （ホワイトチョコリキュール） 甘口 ロング

ホワイトゴディバ・ミルク （ホワイトリキュール・ミルク） 甘口 ロング

ホワイトゴディバ・オレンジショコラ （ホワイトリキュール・ドライオレンジ・オレンジキュラソー） 甘辛中間 ショート

Mozart・cocktail　８３０円

チョコレート・ギムレット （ブラックリキュール・ジン・ライムＪ） 甘辛中間 ショート

チョコレート・ダイキリ （ブラックリキュール・ホワイトラム・ライムＪ） 甘辛中間 ショート



※

※

※

※

※

※

※

※

本日はご来店　誠に有り難うございます。

※ 定休日：日曜日・月曜日・祝日　　

※ 営業時間：午後７時から午前零時迄　　

※ 飲料水は電解水素水をご提供しております。

※ メニューは予告なく変更いたします。

※ カラオケ設備はございません。

※ シートチャージ料は １，４００円です。

※ クレジットカード決済
VISA ＤｉｎｅｒｓＣｌｕｄ
ＭａｓｔｅｒＣａｒd ＤｉｓｃｏｖｅｒＣａｒｄ
ＡＭＥＲＩＣＡＮＥＸＰＲＥＳＳ ＪＣＢＣａｒｄ

※ ＱＲコード決済
ｐａｙｐａｙ 楽天ｐａｙ ｄ払い

ａｕｐａｙ メルｐａｙ

ご　　案　　内



マティーニ

ギムレット

ホワイトレディ

ブルームーン

キス・イン・ザ・ダーク

シンガポールスリング

エメラルドクーラ―

トムコリンズ

マティーニ （ドライジン・ドライベルモット） 辛口 ショート ８５０円

ギムレット （ドライジン・ライムＪ・ガムＳ） 辛口 ショート ８５０円

ホワイトレディ （ドライジン・トリプルセック・レモンＪ） やや辛口 ショート ８５０円

ブルームーン （ドライジン・パルフェタムール・レモンＪ） 甘辛中間 ショート ８５０円

キス・イン・ザ・ダーク （ドライジン・チェリーブランデー・ドライベルモット） 甘辛中間 ショート ９００円

シンガポールスリング （ドライジン・チェリーブランデー・レモンＪ・ガムＳ・ソーダ） 甘辛中間 ロング ９００円

エメラルドクーラ― （ドライジン・ペパーミントグリーン・レモンＪ・ガムＳ） やや甘口 ロング ９００円

トムコリンズ （ドライジン・レモンＪ・ガムＳ・ソーダ） 甘辛中間 ロング ８５０円

ビフィータジン　４７．０％ ５0円増

ゴードンジン　４３．０％ １００円増

ボンベイサファイア　４７．０％ １００円増

スターオブボンベイ　４７．５％ １５０円増

タンカレースペシャル　４７．３％ ５0円増

※上記メニュー以外も創ります。

 ジンベース　

ジン各種のお値段（ビフィータジン４０％基準）



スコッチウイスキー
≪ブレンテッド≫

≪スペイサイド≫

≪ハイランド≫

≪キャベルタウン≫

≪ローランド≫

≪アイランズ≫

スコッチウイスキー
≪ブレンテッド≫ デュワーズ ホワイトラベル ¥720

カティーサーク ＥＣ ¥620

カティーサーク プロヒビジョン ¥820

シーバスリーガル １２年 ¥920

バランタイン １７年 ¥1,540

バランタイン ブルー１２年 ¥820

バランタイン ファイネスト ¥620

ジョニーウオーカー １８年 ¥1,540

≪スペイサイド≫ ザ・グレンリベット １８年 ¥1,850

ザ・グレンリベット １２年 ¥1,030

ザ・グレンリベット ファウンダーズリザーブ ¥920

グレンフィデック １２年 ¥820

ザ・バルヴェニー １２年ダブルウッド ¥1,330

ノッカンドゥ １２年 ¥920

クライヌッシュ １４年 ¥1,330

ザ・マッカラン １２年 ¥1,440

ザ・マッカラン １２年ダブルカスク ¥1,330

ザ・マッカラン １２年ファインオーク ¥1,030

スカリｰワグ ¥1,330

ザ・シングルトン ダフタウン１２年 ¥920

オールド・バランテュラン・ピーテッド ¥1,130

≪ハイランド≫ グレンモーレンジィ オリジナル１０年 ¥1,030

ロイヤルロッホナガー １２年 ¥1,030

ティモラス・ビースディ ¥1,330

ウルフバーン オーロラ ¥1,330

ウルフバーン モーヴェン ¥1,330

ウルフバーン ノースランド ¥1,330

≪キャベルタウン≫ グレンスコシア・カンベルタウンハーパー ¥1,030

≪ローランド≫ オーヘントッシャン １２年 ¥820

≪アイランズ≫ ハイランドパーク １２年 ¥920

タリスカー １０年 ¥1,030

アランモルト　 １０年 ¥1,230

※メニューは予告なく変更いたします

スコッチ ウイスキー　グラス①



≪アイラ≫

≪アイラ≫ アードベッグ ＴＥＮ ¥920

アードベッグ ウーガダール ¥1,440

ラフロイグ　　 セレクト ¥820

ラフロイグ　 １０年 ¥1,030

ボウモア　　 １２年 ¥1,030

ブルックラディ クラシックラディ ¥1,330

ラガヴーリン　 １６年 ¥1,440

カリラ　　　　　 １２年 ¥1,030

フインラガン　 オリジナルピーティ ¥1,030

アイリーク　 シングルモルト ¥820

スカラバス シングルモルト ¥1,030

ポートシャーロット １０年 ¥1,440

ブッシュミルズ ブラック ¥820

ブッシュミルズ シングルモルト１０年 ¥920

コロンターフ ブラック ¥720

ジェムソン 40 ¥620

ザ・ダブリナー ¥920

カナディアンクラブ ６年 ¥720

カナディアンクラブ ブラック ¥920

ジャックダニエル ブラック ¥820

ＩＷハーパー ゴールドメダル ¥720

ＩＷハーパー １２年　『稀少』 ¥1,030

ワイルドターキー ８年 ¥720

ワイルドターキー １３年 ¥1,440

イーグルレア シングルバレル１０年 ¥1,230

フォアーローゼス ホワイト ¥620

フォアーローゼス ブラック ¥920

オールドグランダット 80 ¥720

※メニューは予告なく変更いたします

スコッチウイスキー　グラス②

アイリッシュウイスキー　グラス

バーボン・カナディアンウイスキー　グラス



オレンジジュース　

グレープフルーツジュース

アップルジュース

グレープジュース

パイナップルジュース

ジンジャーエール　

トニックウォーター　

烏龍茶・緑茶

サイホン コーヒー

バニラアイス
Godivaチョコリキュール掛け（アルコール15％）

バニラアイス

バニラアイス

※メニューは予告なく変更いたします

オレンジジュース　 ¥500

グレープフルーツジュース ¥500

アップルジュース ¥500

グレープジュース ¥500

パイナップルジュース ¥500

ジンジャーエール　 ¥500

トニックウォーター　 ¥500

烏龍茶・緑茶 ¥500

サイホン コーヒー ¥600

バニラアイス
Godivaチョコリキュール掛け（アルコール15％） ¥500

バニラアイス (クランベリーシロップ掛け) ¥500

バニラアイス (グレナデンシロップ掛け) ¥500

※メニューは予告なく変更いたします

ソフト ドリンク・アイスクリーム　



マルガリータ

モッキンバード

マリアテレサ

ブルーマルガリータ

アイスブレーカー

フレンチカクタス

マタドール

テキーラサンライズ

マルガリータ （テキーラ・トリプルセック・ライムＪ） 甘辛中間 ショート ８５０円

モッキンバード （テキーラ・ペパーミントグリーン・ライムＪ） 甘辛中間 ショート ８５０円

マリアテレサ （テキーラ・ライムＪ・クランベリーＳ） 甘辛中間 ショート ８５０円

ブルーマルガリータ （テキーラ・ブルーキュラソー・レモンＪ） 甘辛中間 ロング ８５０円

アイスブレーカー （テキーラ・トリプルセック・グレープフルーツＪ） 甘辛中間 ロング ８５０円

フレンチカクタス （テキーラ・トリプルセック） やや甘口 ロング ９００円

マタドール （テキーラ・パイナップルＪ・ライムＪ） 甘辛中間 ロング ８５０円

テキーラサンライズ （テキーラ・オレンジＪ・グレナデンＳ） 甘辛中間 ロング ８５０円

※上記メニュー以外も創ります。

テキーラベース　



ジンジャーシャワー

トニックシャワー

バージンブリーズ

フロリダ

サマーディライト

サラトガクーラー

シンデレラ

ジンジャーシャワー （ジンジャーエール・レモンＪ・ガムＳ） 甘口 ロング

トニックシャワー （トニックウォーター・ライムＪ・ガムＳ） 甘口 ロング

バージンブリーズ （グレープフルーツＪ・クランベリーＳ） 甘口 ロング

フロリダ （オレンジＪ・レモンＪ・ガムＳ） 甘口 ロング

サマーディライト （グレナデンＳ・ライムＪ・ガムＳ・ソーダ） 甘口 ロング

サラトガクーラー （ライムＪ・ガムＳ・ジンジャーエール） 甘口 ロング

シンデレラ （オレンジＪ・パイナップルＪ・レモンＪ） 甘口 ロング

※上記メニュー以外も創ります。

ノンアルコール cocktail　７００円



 ドライフルーツ

ナッツ類

チーズデザート

ピスタチオ

ストーンチョコ

※メニューは予告なく変更いたします

 ドライフルーツ ¥500

ナッツ類 ¥500

チーズデザート ¥500

ピスタチオ ¥500

ストーンチョコ ¥500

※メニューは予告なく変更いたします

フード





Ｘ・Ｙ・Ｚ

ダイキリ

スカイダイビング

ピンク・クレオール

プランテーション

スタンレー

モヒート（期間限定）

ボストンクーラー

Ｘ・Ｙ・Ｚ （ホワイトラム・トリプルセック・レモンＪ） やや辛口 ショート ８５０円

ダイキリ （ホワイトラム・ライムＪ・ガムＳ） やや辛口 ショート ８５０円

スカイダイビング （ホワイトラム・ブルーキュラソー・ライムＪ） 甘辛中間 ショート ８５０円

ピンク・クレオール （ホワイトラム・ライムＪ・グレナデンＳ・ミルク） 甘辛中間 ショート ８５０円

プランテーション （ホワイトラム・オレンジＪ・レモンＪ） 甘辛中間 ショート ８５０円

スタンレー （ホワイトラム・ドライジン・グレナデンＳ） 辛口 ショート ８５０円

モヒート（期間限定） （ホワイトラム・ライムＪ・ガムＳ・ソーダー） 甘辛中間 ロング ８５０円

ボストンクーラー （ホワイトラム・レモンＪ・ガムＳ・ジンジャーエール） 甘辛中間 ロング ９００円

※上記メニュー以外も創ります。

ラム　ベース　



バレンシア

アプリコットクーラー

スプモーニ

チャーリーチャップリン

チャイナブルー

バイオレットフィズ

ファジーネーブル

ヒプノティックグレープフルーツ

カンパリオレンジ

カルアミルク

バレンシア （アプリコットブランデー・オレンジＪ） 甘口 ショート ８５０円

アプリコットクーラー （アプリコットブランデー・レモンＪ・グレナデンＳ・ソーダ） 甘辛中間 ロング ８５０円

スプモーニ （カンパリ・グレープフルーツＪ・トニックウォーター） 甘辛中間 ロング ８５０円

チャーリーチャップリン （スロージン・アプリコットＢ・レモンＪ） やや甘口 ロング ８５０円

チャイナブルー （ライチ・グレープフルーツＪ・ブルーキュラソー） 甘辛中間 ロング ８５０円

バイオレットフィズ （パルフェタムール・レモンＪ・ガムＳ） 甘辛中間 ロング ８５０円

ファジーネーブル （ピーチ・オレンジＪ） 甘口 ロング ８００円

ヒプノティックグレープフルーツ （ヒプノティック・グレープフルーツＪ） 甘口 ロング ８５０円

カンパリオレンジ （カンパリ・オレンジＪ） 甘辛中間 ロング ８００円

カルアミルク （カルア・ミルク） 甘口 ロング ８００円

※上記メニュー以外も創ります。

リキュールベース　



クラフトビール

クラフトビール『ハーフサイズ』

サントリーオールフリー

ソレラ　1847

ティオペペ

レミーマルタン

カルバドスブラー

ズブロッカ

ボンベイサファイヤ

スターオブボンベイ

タンカレー

ザ・ボタニスト

積丹ジン　　

積丹ジン　　

積丹ジン　　

マス・ド・ジャニーニＢＩＢ

マス・ド・ジャニーニＢＩＢ

竹鶴

ニッカセッション

岳樺

知多

山崎

山崎

ワールドウイスキー 碧（ＡＯ）

クラフトビール タップマルシェ（２種類） ¥750

クラフトビール『ハーフサイズ』 タップマルシェ（２種類） ¥400

サントリーオールフリー （ノンアルコール）　330㎖ ¥500

ソレラ　1847 シェリー酒（甘口） ¥720

ティオペペ シェリー酒（辛口） ¥720

レミーマルタン ＶＳＯＰ ¥1,030

カルバドスブラー グランソラージュ（アップルブランデー） ¥920

ズブロッカ ポーランド ¥720

ボンベイサファイヤ ¥620

スターオブボンベイ ¥1,030

タンカレー スペシャルドライジン ¥620

ザ・ボタニスト ¥1,030

積丹ジン　　 ブーケ　（数量限定・稀少） ¥1,230

積丹ジン　　 きぼう　 （数量限定・稀少） ¥1,130

積丹ジン　　 きぼう Blue　 （数量限定・稀少） ¥1,230

マス・ド・ジャニーニＢＩＢ リュージュ２０　（グラスWine） ¥670

マス・ド・ジャニーニＢＩＢ ブラン２０　　　（グラスWine） ¥670

竹鶴 ピユアモルト　　（稀少） ¥800

ニッカセッション シングルモルト ¥920

岳樺 マルスウイスキー（北海道限定） ¥1,230

知多 シングルモルト ¥920

山崎 シングルモルト ¥1,030

山崎 リミテッドエディション〘限定品〙 ¥1,540

ワールドウイスキー 碧（ＡＯ） 世界５大ウイスキーブレンド ¥1,230

※メニューは予告なく変更いたします。

ビール

ジャパニーズウイスキー 他



☆

☆

☆

☆

☆

☆ 寡黙 ソルティドッグ

☆ 貴方に心を奪われた スクリュードライバー

☆ 熱烈な恋 テキーラサンライズ

☆ 初恋 カンパリオレンジ

☆ いたずら好き カルーアミルク

女性にお薦め Cocktails

今日のあなたは？



誕生月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

誕生月 誕生石 カクテル名 ベース

１月 ガーネット スロージンフィズ リキュール

２月 アメジスト ブルームーン ジン

３月 サンゴ ピンク・クレオール ラム

４月 ダイヤモンド ギムレット ジン

５月 エメラルド エメラルドクーラー リキュール
（グリーンミント）

６月 パール ホワイトレディ ジン

７月 ルビー マリアテレサ テキーラ

８月 サードニクス ビーナス ラム

９月 サファイア ブルーマンデー ウォッカ

１０月 オパール バラライカ ウォッカ

１１月 トパーズ キスインザダーク ジン

１２月 トルコ石 スカイダイビング ラム

birthstone　cockatiels



※写真はイメージ画像

birthstone　cockatiels



桜・ジンスカッシュ

桜・ウォッカスカッシュ

キウイクーラー

オレンジクーラー

メロンクーラー

ブルーベリークーラー

ラズベリークーラー

チェリークーラー

※ＡＬＣ　３．０％以上も創ります。

桜・ジンスカッシュ （ジン・レモンＪ・ガムＳ） 甘辛中間 ロング

桜・ウォッカスカッシュ （ウォッカ・ライムＪ・ガムＳ） 甘辛中間 ロング

キウイクーラー （キウイＲ・キウイＪ・ソーダ） 甘辛中間 ロング

オレンジクーラー （オレンジＲ・オレンジＪ・ソーダ） 甘辛中間 ロング

メロンクーラー （メロンＲ・メロンＪ・ガムＳ・ソーダ） 甘辛中間 ロング

ブルーベリークーラー （ブルーベリーＲ・レモンＪ・ガムＳ・ソーダ） 甘辛中間 ロング

ラズベリークーラー （ラスベリーＲ・レモンＪ・ガムＳ・ソーダ） 甘辛中間 ロング

チェリークーラー （グリオットチェリーＲ・レモンＪ・ガムＳ・ソーダ） 甘辛中間 ロング

※ＡＬＣ　３．０％以上も創ります。

低アルコールＡＬＣ3.0％未満 cocktail　８００円


