
ノアーズミル

ケンタッキー州のバーズタウンの中でも
1番  小さな家族経営の蒸留所で生産される
少量生産のクラフトバーボンです。
口に入れると力強いアルコールを感じ
その後に樽の香りとメープルシロップの
ような香りが広がります。
角が丸くて本当においしいバーボンです。
ぜひロックでどうぞ。

カシス ブリオッテ スペシャルバー
このカシス、本当にロックで
美味しいです。騙されたと
思ってロックで飲んでください。
香りがとても良いです。

ベ リ ー リ キ ュ ー ル と
バニラリキュールが一度に
出てきてとにかく甘いです︕
オーナー大好きミルクで
割れば1日中でもずっと
飲めちゃいます︕︕

シェリダンス ダブルリキュール

フリードリヒ（ドイツ）
ドイツの「シュリヒテ・シュタインヘイガー」という
ドイツでは知らない人はいないと言われている程の
有名なジンを生産している蒸留所の250周年記念に
製造された限定プレミアムジン。
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コカ・コーラ グレープフルーツ
ジンジャエール オレンジジュース
スプライト アイスティー
アイスコーヒー ホットコーヒー

ミルク

カシスロック
ライチグレープ

ピーチミルク

ファジーネーブル

レモネードウォッカ

レモネードサワー

モスコミュール

シャンディガフ

350

ルートビア

自家製レモネード
自家製ジンジャエール

￥400Special

ジントニック 

カンパリオレンジ

ウォッカトニック

ブルドック

小さなグラスで約 6 杯分のジン
が楽しめます。様々な種類を
是非飲み比べてください 

小さなグラスで約 6 杯分のジン
が楽しめます。様々な種類を
是非飲み比べてください 

I.W ハーパー
680

680

KIRIN 
ハートランド

ヤッホーブルーイング 
よなよなエール

サッポロ
ラガー  赤星

ハイネケンエキストラコールド

ノンアルコールビール（キリン ゼロイチ）

コロナエキストラ

赤 ジラモンド

白 プロドライ

ミモザ（プロドライ+オレンジ）

キール ロワイヤル（プロドライ + カシス  ブリオッテ）

カシスミルク

ロック ストレート
水割り ソーダ（ ）

700
ファイティングクック

ロック ストレート
水割り ソーダ（ ）

680

グラス グラス
レギュラー レギュラー

スパークリングワインウイスキー

ビール

カクテル ソフトドリンク

ロック ストレート 水割り ソーダ（ ）

CRAFT GIN クラフトジン

・価格はすべて税別です。

中瓶
ドックスノーズ（お好きなジンで！）

自家製 GE シロップのシャンディガフ

950

680

樽生で赤のスパークリングワインって飲んだこと
ありますか︖製造過程で砂糖は加えておらず
ブドウ果汁の自然な甘さを感じます。

赤に比べて辛口で、ミネラル感がたっぷりです。
シャンパンに比べガス圧は弱めで食事の邪魔を
せずに飲み飽きしません。

赤に比べて辛口で、ミネラル感がたっぷりです。
シャンパンに比べ炭酸は弱めで食事の邪魔を
せずに飲み飽きしません。

カシスロック
カシスソーダ
カシスミルク 680

ピーチミルク

ウーロン茶

カンパリトニック

ミルク割り 780

680

季の美 （京都）

シップスミス（イギリス）

岡山（岡山）

Awa-Gin（徳島 ）

KOZUE（和歌山）

季の美 

ダッチカレッジ（オランダ）

（スコットランド）

チェイス エレガント 48 ジン（イングランド）

自家製フルーツジン（潮見）
スタッフの気のむくまま。気になった
フルーツをジンにつけてます。
「今日のフルーツジンはなんですか」
と気軽にスタッフまでお声かけください。
それでこそまさに「日本ジン」

ネイビー
ストレングス（京都）

ボタニスト 
（スコットランド）

まさに優等生︕︕
なめらかに広がる
口当たりで贅沢な
気分になります。
とにかくおいしい。
飲みやすいので
最初の一杯に是非︕

トニックで割るだけでどこか軽いマティーニのような
香りがします。オーナーがクラフトジンにはまった
きっかけの一本。

ヘンドリックス
（スコットランド）

11種類のボタニカルに
キュウリとバラの香りを
添えている。これが
本当に香りが良い︕︕
飲みやすく華やかで
優しくどこか女性的な
まさに＜貴婦ジン＞笑

カウンター常連さんダントツの
１番人気︕︕米焼酎をベースに
作られているので、とても
ユニークな中にしっかりと
パンチもある︕おすすめの一本。四国初の「クラフトジン」

酒米の山田錦をベースに糀で
米を発酵させて作られてます。
スダチ、ゆず、晩茶、そして
山椒の香りが心地よい1本です。

温州みかんの皮、レモンの皮
山椒の種、最初は口にいれると
柑橘類ならではの甘い香りが
広がるんですが、後味のキレ感は
ピカイチです。

季の美の限定ボトリング。ブレンド　
比率とアルコール度数違うので
味わいの力強さと厚みが季の美とは
違います。ぜひ通常の季の美と
飲み比べてください。

バーボン樽で熟成させたという
珍しいクラフトジン。ウイスキー
のようにお楽しみいただけます。

クラフト蒸留所の先駆けは
「ストラスアーン蒸留所」
バニラビーンズを材料に使用し
オーク樽で熟成という1本。

当店のジンで1番高価︕48品種の有機栽培りんごを
使用してつくられているジン。ボタニカルも48種類。
アルコール度数の48％。・・AKB好きですかね 笑
イギリス王室にも取り入れられるほどの一品です。

日本初のクラフトジン。
お米をベースにゆずや
山椒、お茶、ボタニカル
も日本のものでできてます。

ストラスアーンオークド
ハイランドジン

680
380

メニューに載っているのはほんの一部です。
まだまだいろいろな種類があるので
気軽にスタッフまでお声かけください。
カウンターに座って頂ければ率先してお勧めします！

ちょっと飲んでみようかなサイズ
ジントニック（レギュラーサイズ）

メニューに載っているのはほんの一部です。
まだまだいろいろな種類があるので
気軽にスタッフまでお声かけください。
カウンターに座って頂ければ率先してお勧めします！

680
380ちょっと飲んで

みようかなサイズ

レギュラーサイズ

ジークフリード（ドイツ）
力強いジン。アルコール度数
とは違った強さがあります。
他の飲み物と割っても負けない
ので、ビールで割るドックスノーズ
がおすすめ。

ビーフィーター 24（イギリス）
一般的なビーフィーターの別ラインナップ。
日本の前茶と中国の緑茶などをボタニカルに
ブレンド。語源はビーフ・イーターから来ていて
牛肉よりも美味しく、牛肉を喰らうもの
というところから。

クラフトジン

コ ズ エ

ア ワ ジ ン

ブ ロ ッ ク マ ン ズ
BROCKMANS

（イギリス）
初入荷の当日に注文が続出し
1本が売り切れた限定品の1本。
ブルーベリー、ブラックベリー
アーモンドなどをボタニカルに
使用して少し甘めですが、一度
踏み込んだら止められない1本。       
※限定品の為、在庫を
　ご確認ください。

ジェラニウム（イギリス）
多くのロンドンジンと違い
バラのような芳香を持ち
スイートな甘みが特徴です。

まさひろオキナワジン（沖縄）
まさに沖縄︕︕
泡盛をベースにシークワァーサー
グァバ、ゴーヤ、ハイビスカスなど
をボタニカルに使用したジン。


