
生ビール    ¥700 

Beer 

コロナ     ¥800 

ギネス黒    ¥800 

ハイネケン   ¥800 

ＺＩＭＡ    ¥800 

バドワイザー  ¥800 

Shot 
テキーラ    ¥700 

イエーガー   ¥700 

ショット×3        ¥2000 

Wine 
ハウスワインボトル(赤・白)  ¥4000 

焼酎 
鏡月                  ¥700 

JINRO                 ¥700 

黒霧島                 ¥700 

まろやか完熟梅酒            ¥700 

鍛高譚                   ¥700 

いいちこ            ¥700 

Nonalcohol 

サウザクーラー ¥800 

コカレロ    ¥700 

クライナー     ¥700 

鏡月アセロラ              ¥700 

１時間    ¥800 

男性チャージ 

30分延長    ¥400 

１時間    ¥600 

女性チャージ 

30分延長    ¥300 

Whisky&Brandy 
サントリー角     ¥700(¥1200) 

バランタイン     ¥700(¥1200) 

ジムビーム      ¥700(¥1200) 

サントリーV.O     ¥700(¥1200) 

IWハーパー       ¥850(¥1500) 
フォアローゼス    ¥850(¥1500) 

竹鶴ピュアモルト   ¥900(¥1600) 

シーバス12年      ¥900(¥1600) 

ワイルドターキー   ¥900(¥1600) 

ジャックダニエル黒  ¥900(¥1600) 

ヘネシーV.S            ¥1000(¥1800) 

山崎                ¥1100(¥2000) 

白州                ¥1200(¥2200) 

響                 ¥1200(¥2200) 

Sparkling Wine 
アンジュエール           ¥3000 

カフェドパリ            ¥6000 

CHAMPAGNE 
モエシャンドン           ¥15000 

ヴーヴクリコ 白          ¥20000 

モエシャンドンネクター¥23000 

ドンペリニヨン 白    ¥50000 

ドンペリニヨン ロゼ   ¥100000 
アルマンドゴールド      ¥150000 

サントリーオールフリー   ¥600 

レッドブル           ¥650 

ノンアルコールカクテル各種 ¥650 

Soft Drink 
緑茶           ¥500 
ウーロン茶        ¥500 
コーヒー         ¥500 
紅茶           ¥500 
オレンジジュース     ¥500 
グレープフルーツジュース ¥500 
パインジュース      ¥500 
トマトジュース      ¥500 
コーラ          ¥500 
ジンジャエール 甘・辛    ¥500 
カルピス           ¥500 
ミルク            ¥500 

Food 
柿ピー            ¥300 

ポップコーン         ¥300 

ポテトチップス        ¥300 
カルパス           ¥300 
チョコ            ¥300 
ミックスナッツ        ¥300 
トルティーヤ         ¥300 
ポッキー           ¥300 
プリッツ           ¥300 
エビピラフ          ¥400 

ドライカレー         ¥400 
チキンライス         ¥400 

チャーハン          ¥400 
枝豆             ¥400 

たこ焼き           ¥400 

スパイシーナゲット      ¥400 

ジムビームハニー   ¥700(¥1200) 

メーカーズマーク     ¥700(¥1200) 

マッカラン       ¥1200(¥2200) 

 日曜～木曜(祝前日を除く)限定で 
 24時までチャージ最大¥2000 
 女性の方は祝前日除く限定で 
 終日いてもチャージ最大¥600 

モニター・スタッフの撮影は 
ご遠慮頂いております。 
何卒、ご理解ご協力を宜しく 
お願いします。 

知多                ¥1000(¥1800) 

チーズ            ¥400 

※各種ボトルキープできます！！ 



Cocktail 

アマレットソーダ         ¥800 

Amaret Base 

アマレットジンジャー       ¥800 

ミスティアジンジャー       ¥900 

Mistia Base 

ミスティアトニック      ¥900 

パッソアグレープフルーツ  ¥900 

Passoa Base 

パッソアホワイトソーダ   ¥900 

ストレート         ¥900 

Baileys Base 

ロック           ¥900 
ベイリーズミルク      ¥900 

フォッションミルク     ¥900 

Fauchon Base 

フォッションオレンジソーダ ¥900 

ゴディバミルク       ¥900 

Godiva Base 

ゴディバウーロン      ¥900 
ロック           ¥900 

ウォッカ          ¥900 

Redbull Base 

シャンディガフ   ¥700 

Beer Base 

レッドアイ     ¥700 

ジントニック    ¥700 

Jin Base 

ジンバック     ¥700 
ジンリッキー     ¥700 

ジンフィズ     ¥750 

モスコミュール   ¥700 

Vodka Base 

スクリュードライバー¥700 

キューバリブレ   ¥700 

Rum Base 

ラムトニック    ¥700 

テキーラサンライズ ¥700 

Tequila Base 

テキーラコーク   ¥700 

カンパリソーダ   ¥700 

Campari Base 

カンパリオレンジ  ¥700 

スプモーニ     ¥700 

カシスオレンジ   ¥700 

Cassis Base 

カシスソーダ    ¥700 
カシスウーロン   ¥700 

ライチソーダ    ¥700 

Lychee Base 

ライチオレンジ   ¥700 

チャイナブルー   ¥700 

レゲエパンチ    ¥700 

ピーチミルク    ¥700 

Peachtree Base 

ファジーネーブル  ¥700 

ピーチフィズ    ¥750 

ストロベリーミルク ¥700 

Strawberry Base 

ストロベリーティー ¥700 

ストロベリーフィズ ¥750 

カルーアミルク   ¥700 

Kahlua Base 

カルーアソーダ   ¥700 

マリブコーク    ¥700 

Maribu Base 

マリブミルク    ¥700 
マリブパイン    ¥700 


