
WHISKY

SINGLE MALT SCOTCH WHISKY -45ml-

Macallan 25y
マッカラン 25 年 25,000

Macallan 18y
マッカラン 18 年 5,200

Macallan 12y
マッカラン 12 年 2,600

Tomatin 18y
トマーティン 18 年 3,200

Glenmorangie 18y
グレンモーレンジ 18 年 3,200

Glenlivet 18y
グレンリヴェット18 年 3,000

Glenfiddich 18y
グレンフィディック18 年 3,000

The Singleton Glen Ord 18y
シングルトン 18 年 2,400

Old Pulteney 12y
オールドプルトニー12 年 2,300

Spring Bank 10y
スプリングバンク10 年 2,300

Highland Park 18y
ハイランドパーク18 年 3,700

Talliskar 18y
タリスカー18 年 3,200

Lagavulin 16y
ラガヴーリン 16 年 2,600

Ardbeg TEN
アードベッグ テン 2,400

Bowmore Vault
ボウモア ヴォルト 3,200

Bowmore 12y
ボウモア 12 年 2,200

Laphroaig 10y
ラフロイグ 10 年 2,200

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



WHISKY

BLENDED MALT SCOTCH WHISKY -45ml-

Monkey Shoulder
モンキーショルダー 1,900

RARE MALT SCOTCH WHISKY -45ml-

Port Ellen 32y
ポートエレン 32 年 66,500

Brora 37y
ブローラ37 年 41,900

Auchroisk 25y
オスロスク 25 年 12,400

BLENDED SCOTCH WHISKY -45ml-

Ballantine's 30y
バランタイン 30 年 13,100

Royal Household
ロイヤルハウスホールド 5,300

Chivas Regal 25y
シーバスリーガル 25 年 4,700

Johnnie Walker Blue Label
ジョニーウォーカーブルーラベル 3,500

Syndicate 58/6
シンジケート58/6 3,300

Chivas Regal 18y
シーバスリーガル18 年 2,900

Dewar's 18y
デュワーズ 18 年 2,900

Old Parr 18y
オールドパー18 年 2,900

Ballantine's 17y
バランタイン 17 年 2,600

Johnnie Walker 18y　
ジョニーウォーカー18 年 2,600

Old Parr 12y
オールドパー12 年 2,200

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



WHISKY

JAPANESE WHISKY -45ml-

Suntory HAKUSHU 25y
サントリー白州 25 年 30,000

Suntory YAMAZAKI 25y
サントリー山崎 25 年 30,000

Suntory HIBIKI 30y
サントリー響 30 年 33,000

Nikka TAKETSURU 25y
ニッカ竹鶴 25 年 17,000

Suntory HAKUSHU 18y
サントリー白州 18 年 7,000

Suntory YAMAZAKI 18y
サントリー山崎 18 年 7,000

Suntory HIBIKI 21y
サントリー響 21 年 7,000

Kirin Fujisanroku Blended 18y
富士山麓ブレンデッド 18 年 6,000

Nikka TAKETSURU 21y
ニッカ竹鶴 21 年 6,000

Nikka TAKETSURU 17y
ニッカ竹鶴 17 年 3,300

Suntory HIBIKI BLENDER’S CHOICE
サントリー響 ブレンダーズチョイス 3,000

ICHIRO’S Malt & Grain Limited Edition
イチローズモルト モルト＆グレーン リミテッドエディション 3,000

Suntory World Whisky Ao 
サントリー ワールド ウイスキー 碧 1,900

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



WHISKY

AMERICAN WHISKY -45ml-

◆ Bourbon Whiskey
Blanton's Gold
ブラントンゴールド 3,600

Four Roses Platinum
フォアローゼズ プラチナ 2,600

Booker’s
ブッカーズ 2,600

Eagle Rare Single Barrel
イーグルレアシングルバレル 2,400

Wild Turkey 13y
ワイルドターキー13 年 2,400

I.W.Harper 12y
I.W. ハーパー12 年 2,200

Marker's Mark 46
メーカーズマーク46 2,100

◆Tennessee Whiskey
Jack Daniels Single Barrel
ジャックダニエルシングルバレル 2,600

CANADIAN WHISKY -45ml-

Crown Royal
クラウンローヤル 1,700

Canadian Club 12y
カナディアンクラブ 12 年 1,600

IRISH WHISKY -45ml-

Connemara
カネマラ 2,100

Black Bush
ブラックブッシュ 2,100

Redbreast 12Y  
レッドブレスト 12 年 2,200

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



WHISKY

TIWANESE WHISKY -45ml-

KAVALAN Solist Sherry Cask
カバラン ソリスト シェリーカスク 5,000

KAVALAN Classic Single Malt
カバラン クラシック シングルモルト 3,300

FRENCH WHISKY -45ml-

Thor Boyo Single Malt Whisky
トールボヨ シングルモルトウイスキー 2,600

Pastille 1789 French Whisky
パスティーユ 1789 フレンチウイスキー 2,400

INDIAN WHISKY -45ml-

Paul John Classic
ポールジョン クラシック 3,600

Paul John Bold
ポールジョン ボールド 2,600

COGNAC -45ml-

Remy Martin Louis XIII
レミーマルタン ルイ13 世 45,000

Richard Hennessy
ヘネシーリシャール 5,5000

Hennessy XO
ヘネシーXO 4,800

Remy Martin XO Excellence
レミーマルタン XO エクセレンス 4,800

Martell Cordon Bleu
マーテルコルドンブルー 4,000

Hennessy V.S.O.P.
ヘネシーV.S.O.P. 2,900

OTHER -45ml-

Calvados Pere Magloire XO
カルヴァドス ペールマグロワールXO 2,500

Grappa di Sassicaia
グラッパ ディ サッシカイア 2,900

BRANDY

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



COCKTAILS

OUR SIGNATURE COCKTAILS 2,300 each
Perfet Dry Martini
-Tanqueray TEN, Noily Prat, Noord’s Orange bitter, Stuffed Olive, Lemon zest

パーフェクトドライマティーニ

Tre Espresso Martini
-Ketel One, Espresso, Coffee Syrup

トレ エスプレッソ マティーニ

Tommy's Margarita (Julio Bermejo Style) 
-Don Julio Blanco, Agave Nectar, Lime Juice

トミーズマルガリータ（フリオ・ベルメホ スタイル）

ATSURAE “Perilla Twist Margarita”
-Don Julio Reposado, Plum Liqueur, Lime Juice, Strawberry syrup, SHISO powder

アツラエ「紫蘇薫るマルガリータ」
（第 27 回 HBA 創作カクテルコンペティショングランプリ作品）

GINTONIC SELECTION 2,300 each
Quattro GIN TONICc
-Tanqueray TEN, Tonic Water, Lime

クワトロ ジントニック

Tea Drop GIN TONIC
-Tanqueray TEN, Tonic Water, Tea Syrup, Lime Peel

ティードロップ ジントニック

Citrus GIN TONIC
-Tanqueray TEN, Tonic Water, Orange, Lemon, Lime

シトラス ジントニック

Appletiser Gin Tonic
-Tanqueray TEN, Appletiser, Apple Slice

アップルタイザー ジントニック

MOJITO SELECTIONS 1,900 each
Premium MOJITO
-Bscardi 8, Mint leaves, Lime juice, Simple Syrup, Mint, Lime

プレミアムモヒート

Mix Berry MOJITO
-Bacardi superior, Mint leaves, Lemon Juice, Simple Syrup, Mix berry, Mint, Lime

ミックスベリーモヒート

Elderflower MOJITO
-St-Germain, Mint leaves, Lemon Juice, Simple Syrup, Elderflower, Mint

エルダーフラワーモヒート

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



COCKTAILS

CHAMPAGNE COCKTAILS 2,700 each
Champagne Mojito
-Mint, Lime Juice, Syrup, Champagne

シャンパンモヒート

Mimoza
-Orange Juice, Passion fruits Syrup, Champagne

ミモザ

Bellini
-Peach Juice, Grenadine Syrup, Champagne

ベリーニ

Leonard
-Strawberry Syrup, Champagne

レオナルド

Kir Royal
-Crème de Cassis, Champagne

キーロワイヤル

“Farm to Bar” COCKTAILS 1,900 each
Lemongrass Cooler
-White Rum, Lemon Juice, Syrup, Ginger Ale, Lemon, Lemongrass

レモングラスクーラー

Lemongrass Spumoni
-Campari, Grapefruits Juice, Lemongrass Syrup, Tonic Water, Grapefruits, Lemongrass

レモングラススプモーニ

Thyme & Pineapple Fizz
-White Rum, Pineapple Juice, Lemon Juice, Simple Syrup, Soda, Pineapple, Thyme

タイム＆パイナップルフィズ

Mint & Strawberry Mojito
-White Rum, Lime Juice, Simple Syrup, Soda, Strawberry, Mint

ミントストロベリーモヒート

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



MOCKTAILS (NON-ALCOHOLIC COCKTAIL) 1,400 each
Shirley Temple
-Grenadine Syrup, Cider, Lemon

シャーリーテンプル

Saratoga Cooler
-Lime Juice cordial, Ginger Ale, Lime

サラトガクーラー

Summer Delight
-Grenadine Syrup, Lime Juice cordial, Cider, Lime

サマーデライト

Mango Sparkle
-Mango Drink, Lemon Juice, Mango Syrup, Soda, Orange, Mint

マンゴースパークル

Baby Breeze
-Grenadine Syrup, Cranberry Drink, Grapefruits Juice

ベイビーブリーズ

Mix Berry Squash
-Cassis Syrup, Lemon Juice, Soda, Berry mix, Lemon

ミックスベリースカッシュ

Virgin Apple Mojito
-Apple Juice, Simple Syrup, Lime Juice, Mint 

バージンアップルモヒート

COCKTAILS

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



GIN  -45ml-

Monkey 47
モンキー 47 (Germany) 2,500

Barcelona Gin Raw
バルセロナ ジンロウ (Spain) 2,300

BBR No.3 London Dry Gin
No.3ロンドンドライジン (London) 2,000

Sipsmith London Dry Gin
シップスミス ロンドンドライジン (London) 2,000

Bols Genever
ボルス ジェネヴァ (Holland) 1,800

Hendrick’s Gin
ヘンドリックス ジン (Scotland) 1,800

Star of Bombay
スターオブボンベイ (England) 1,800

The Botanist
ボタニスト (Scotland) 1,800

Tanqueray No.10
タンカレーNo.10 (England) 1,800

Japanese Craft Gin ROKU
ジャパニーズクラフトジン 六 (Japan) 1,700

Beefeater 24
ビーフィーター24 (London) 1,500

VODKA  -45ml-

Absolute Elyx
アブソルート エリクス (Sweden) 1,800

Këtel One
ケテルワン (Holland) 1,800

Ciroc
シロック (France) 1,800

Belvedere
ベルヴェデール (Poland) 1,800

Grey Goose
グレイグース (France) 1,800

SPIRITS

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



RUM -45ml-

Rom Zacapa 23
ロンサカパ 23  1,900

Bacardi Eight
バカルディ エイト  1,800

Pampero Anniversario
パンペロ アニバサリオ  1,500

Havana Club 7y
ハバナクラブ 7 年  1,500

TEQUILA  -45ml-

Don Julio Real
ドンフリオ レアル  7,800

Cuervo 1800 Añejo
クエルボ 1800 アネホ  2,400

Patron Silve
パトロン シルバー  2,100

Don Julio Reposado
ドンフリオ レポサド  1,900

Don Julio Blanco
ドンフリオ ブランコ  1,500

OTHER -45ml-

Cachaça 51
カシャーサ 51  1,500

Capel Pisco Reservado
カペル ピスコ レセルバード  1,500

SPIRITS

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



FRUITS   -45ml-　 1,200

Cointreau Grand Marnie
コアントロー グランマニエ

White Peach Crème de Cassis
ホワイトピーチ カシス

Dita Lychee Limoncello
ディタ リモンチェッロ

HERBS   -45ml-　 1,200

Campari Drambuie
カンパリ ドランブイ

Chartreuse Jaune  Chartreuse Vert
シャルトリュース ジョーヌ  シャルトリューズ ヴェール

Jägermeister Suze
イェーガーマイスター スーズ

Southern Comfort  Underberg (20ml)
サザンカンフォート  ウンダーベルグ

NUTS   -45ml-　 1,200

Di Sarrono Amaretto Kahlua
アマレット カルーア

Bailey’s Irish Cream Malibu Coconuts
ベイリーズ マリブ

Mixed and Cocktail Charge
カクテルミキサーチャージ    500
Please ask your waiter not listed the menu
メニューにないカクテルは係りまでお申し付けください

LIQUEUR

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



JAPANESE SAKE - Mokkiri Style   -150ml-

Dassai 39 （Yamaguchi）
獺祭 磨き三割九分 純米大吟醸 （山口県） 2,100

Kubota（Niigata）
久保田 萬寿 純米大吟醸 （新潟県） 2,700

SHOCHU / UMESYU  -60ml-

◆ Barley　麦焼酎
Hyakunen no kodoku （Miyazaki ）
百年の孤独 （宮崎県） 1,800

◆ Sweet Potato　芋焼酎
Maoh （Kagoshima）
魔王 （鹿児島県） 2,400

Murao （Kagoshima）
村尾 （鹿児島県） 3,000

◆ Buck Wheat　そば焼酎
Tenzan Togakushi （Nagano）  
天山戸隠 （長野県） 1,200

◆ Brown Sugar　黒糖焼酎
Satono Akebono （Amami Island’s）
里の曙 三年貯蔵 原酒 （奄美大島） 1,200

◆ UMESYU　梅酒
Suntory Umeshu （Osaka - Kyoto）
サントリー梅酒   1,300 
山崎蒸溜所貯蔵 焙煎樽熟成梅酒 （大阪 - 京都）

JAPANESE SAKE / SHOCHU

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



BEER

DRAFT BEER
KIRIN Brau Meister regular 1,500
キリン ブラウマイスター large 2,000

Suntory Master’s Dream  regular 1,500
サントリー マスターズ ドリーム large 2,000

KIRIN TAP MARCHÉ CRAFT BEER
496
ヨンキューロク 280ml 1,300

Afterdark 
アフターダーク 280ml 1,300

On the cloud
オン ザ クラウド 280ml 1,300

BOTTLED BEER
Kirin Heartland 小　瓶

キリン ハートランド 330ml 1,300

Heineken 小　瓶

ハイネケン 330ml 1,300

Guinness Extra Stout  小　瓶

ギネス エクストラ スタウト 330ml 1,300

NON-ALCHOLIC BEER TASTE BEVERAGE
Suntory All Free 小　瓶

サントリー オールフリー 334ml 1,000

NON-ALCHOLIC DRINK

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



SOFT DRINKS  900 each

Pepsi Cola Diet Coke
ペプシコーラ コカコーラゼロ

Ginger ale Mitsuya Cider
ジンジャーエール 三ツ矢サイダー

Black Oolong Tea
黒烏龍茶

JUICE  1,300 each

Orange Juice Grapefruits Juice
オレンジジュース グレープフルーツジュース

Cranberry 50% Tomato Juice
クランベリー 50% トマトジュース

Pineapple Juice Apple Juice
パイナップルジュース すりおろしりんごジュース

Mango 50% White Peach 50%
マンゴー 50% 白桃 50%

Lemon Squash
レモンスカッシュ

MINARAL WATER
Perrier
ペリエ bubble France 330ml 1,000

San Pellegrino
サンペレグリノ bubble Italy 500ml 1,300

Acqua Panna
アクアパンナ still Italy 500ml 1,300

COFFEE / TEA  1,300 each

Hot Coffee  Iced Coffee
ホットコーヒー アイスコーヒー

Espresso Decaf Coffee
エスプレッソ カフェインレスコーヒー

Darjeeling Summer Gold Iced Tea Earl Grey
ダージリン アイスティー アールグレイ

NON-ALCHOLIC DRINK

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



BOTTLE LIST -WHISKY-

SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
Macallan 25y
マッカラン 25 年 320,000

Macallan 18y
マッカラン 18 年 68,000

Macallan 12y
マッカラン 12 年 28,700

Tomatin 18y
トマーティン 18 年 42,900

Glenmorangie 18y
グレンモーレンジ 18 年 39,900

Glenlivet 18y
グレンリべット18 年 34,800

Glenfiddich 18y
グレンフィディック18 年 34,800

The Singleton Glen Ord 18y
シングルトン 18 年 32,700

Old Pulteney 12y
オールドプルトニー12 年 28,700

Spring Bank 10y
スプリングバンク10 年 28,700

Highland Park 18y
ハイランドパーク18 年 47,000

Talliskar 18y
タリスカー18 年 39,900

Lagavulin 16y
ラガヴーリン 16 年 29,700

Ardbeg TEN 
アードベッグ テン 32,700

Bowmore 12y
ボウモア 12 年 26,700

Laphroaig 10y
ラフロイグ 10 年 26,700

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



BOTTLE LIST -WHISKY-

BLENDED MALT SCOTCH WHISKY
Monkey Shoulder
モンキーショルダー 22,700

RARE MALT SCOTCH WHISKY
Port Ellen 32y
ポートエレン 32 年 820,000

Brora 37y
ブローラ37 年 517,500

Auchroisk 25y
オスロスク 25 年 98,000

BLENDED SCOTCH WHISKY
Ballantine's 30y
バランタイン 30 年 165,100

Royal Household
ロイヤルハウスホールド 67,500

Chivas Regal 25y
シーバスリーガル 25 年 60,200

Johnnie Walker Blue Label
ジョニーウォーカーブルーラベル 43,900

Syndicate 58/6
シンジケート58/6 40,900

Chivas Regal 18y
シーバスリーガル18 年 35,800

Dewar's 18y
デュワーズ 18 年 36,800

Old Parr 18y
オールドパー18 年 36,800

Ballantine's 17y
バランタイン 17 年 32,700

Johnnie Walker 18y
ジョニーウォーカー18 年 32,700

Old Parr 12y
オールドパー12 年 29,700

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



BOTTLE LIST -WHISKY-

JAPANESE WHISKY
Suntory HAKUSHU 25y
サントリー白州 25 年 450,000

Suntory YAMAZAKI 25y
サントリー山崎 25 年 450,000

Suntory HIBIKI 30y
サントリー響 30 年 450,000

Nikka TAKETSURU 25y
ニッカ竹鶴 25 年 250,000

Suntory HAKUSHU 18y
サントリー白州 18 年 105,000

Suntory YAMAZAKI 18y
サントリー山崎 18 年 105,000

Suntory HIBIKI 21y
サントリー響 21 年 105,000

Nikka TAKETSURU 21y
ニッカ竹鶴 21 年 63,000

Nikka TAKETSURU 17y
ニッカ竹鶴 17 年 35,000

Kirin Fujisanroku Blended 18y
富士山麓ブレンデッド 18 年 85,000

ICHIRO’S Malt & Grain Limited Edition
イチローズモルト モルト＆グレーン リミテッドエディション 45,000

Ichiro’s Mizunara wood Reserve
イチローズモルト ミズナラウッドリザーブ 33,000

Ichiro’s Double Distillers
イチローズモルト ダブルディスティラーズ 33,000

Ichiro’s Wine wood Reserve
イチローズモルト ワインウッドリザーブ 33,000

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



BOTTLE LIST -WHISKY-

AMERICAN WHISKY
◆ Bourbon Whiskey
Blanton's Gold
ブラントンゴールド 46,000

Four Roses Platinum
フォアローゼズ プラチナ 32,700

Eagle Rare Single Barrel
イーグルレアシングルバレル 29,700

Wild Turkey 13y
ワイルドターキー13 年 29,700

I.W.Harper 12y
I.W. ハーパー12 年 26,700

Marker's Mark 46
メーカーズマーク46 25,700

◆Tennessee Whiskey
Jack Daniels Single Barrel
ジャックダニエルシングルバレル 29,700

CANADIAN WHISKY
Crown Royal
クラウンローヤル 26,700

Canadian Club 12y
カナディアンクラブ 12 年 22,700

IRISH WHISKY
Connemara
カネマラ 23,700

Black Bush
ブラックブッシュ 24,700

Redbreast 12Y
レッドブレスト 12 年 28,700

TIWANESE WHISKY 
KAVALAN Solist Sherry Cask
カバラン ソリストシェリーカスク 64,300

KAVALAN Classic Single Malt
カバラン クラシック シングルモルト 40,900

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。



BOTTLE LIST -WHISKY-

FRENCH WHISKY
Thor Boyo Single Malt Whisky
トールボヨ シングルモルトウイスキー 29,700

Pastille 1789 French Whisky
パスティーユ 1789 フレンチウイスキー 26,700

INDIAN WHISKY
Paul John Classic
ポールジョン クラシック 43,900

Paul John Bold
ポールジョン ボールド 32,700

COGNAC
Remy Martin Louis XIII
レミーマルタン ルイ13 世 670,000

Richard Hennessy
ヘネシーリシャール 800,000

Hennessy XO
ヘネシーXO 60,000

Remy Martin XO Excellence
レミーマルタン XO エクセレンス 60,000

Martell Cordon Bleu
マーテルコルドンブルー 60,000

Hennessy V.S.O.P.
ヘネシーV.S.O.P. 40,000

OTHER
Calvados Pere Magloire XO
カルヴァドス ペールマグロワールXO 32,000

Grappa di Sassicaia
グラッパ ディ サッシカイア 32,000

BOTTLE LIST -BRANDY-

*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, crab, wheat, 
buckwheat, eggs, milk, peanut).  *Price includes consumption tax. A separate service charge (13%) will be added 
at settlement.  *There is a cover charge of ¥1,080 per person for guests in the lounge and bar area (¥2,160 for the 
Nine Bar DJ time).  *Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。 ※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に 13% のサービス料を加算させて
いただきます。 ※ラウンジ、バーエリアは別途会計時に、お一人さま ¥1,080 のテーブルチャージを頂戴いたします。
DJによるパフォーマンス時間帯は１名さま¥1.080 のミュージックフィーを頂戴いたします。  ※仕入れの状況により、
食材 ·メニューに変更がある場合がございます。


