
LOBBY BAR 

表記料金には消費税とサービス料が含まれております。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロビーバーフード 
(11:00-22:30)

デニッシュ＆ペストリーセレクション 2700

本日のティーケーキ 1500

オリーブのマリネ 1400
ライム、オリーブオイル、ハーブ

アボカドピスタチオディップ 2000

サワードウクラッカー

イベリコハム 2800
自家製ピクルス、オリーブフォカッチャ

チーズセレクション 3300
ドライフルーツブレッド、クラッカー、リンゴのチャツネ

パースニップのスープ 2400
スモークサーモン、ディル

ハマチのマリネ 2500
レタス、柚子ソイマリネード、ラディッシュ

ズワイガニのロール 4200

ズワイガニ、ディル、キュウリ、いくら、トリプルクックドチップス

和牛スライダー 3500
ブリオッシュバンのトースト、玉ねぎのコンフィ、トマト
キュウリのピクルス

フルーツプレート－旬のフルーツセレクション 2700 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラスワイン [150ml]

シャンパーニュ

ルイナールブランドブランブリュット 3600

ルイナールブリュットロゼ 4100

ヴーヴクリコラグランダム草間彌生ボトル 2012 6800

日本酒スパークリング

七賢 星ノ輝 山梨 3300

白ワイン

アデガスバルミニョールアルバリーニョリアスバイシャス 2018 2100

フォリウムヴィンヤードソーヴィニョンブランリザーブ 2016 3200

ナカムラセラーズノリアシャルドネソノマコースト 2018 4500

ロゼワイン

ブルーノクレールマルサネロゼ 2015 3200

赤ワイン

テッレネーレエトナロッソ 2018 2100

ファンキーシャトーサンジョベーゼ長野上田 2018 3700

ベッドロックワインズオールドワインジンファンデルカリフォルニア 2018 4500 



 

 

 

 

 

 

 

コラヴァン [75ml] 

白ワイン

デュジャックモレサンドゥニプルミエクリュモンリュイザンブラン 2016 5700

コントラフォンムルソークロドラバール 2017 7800

赤ワイン

シャトーマルゴー 2004 15200

コントジュルジュドヴォギュエボンヌマールグランクリュ 2016 19000

スイートワイン

シャトーディケム 1996 12700

ノンアルコールスパークリング

ピエールゼロブランドブランフランス 1800 



ノンアルコールカクテル

橙色のジントニック  1800
ノンアルコールジンネマ、順造選人参リンゴ
メディタレーニアントニックウォーター

宮崎クーラー  1800
金柑、パイナップル、ネマオールドトムジン、洋梨スパークリング

生姜とルイボス  1800
シトラスルイボスティー、生姜、スパイス、レモン

青森スリング  1800
マウンテンベリーティー、青森カシス、レモン、ソーダ

ナチュラルソーダ

キミノ柚子ソーダ  1100

ラシャス洋梨スパークリング  1600

フィーバーツリージンジャービア  1100

フィーバーツリーメディタレーニアントニック  1100

フィーバーツリーインディアントニック  1100 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

エディションカクテル

宮崎リースリング 2100
リースリング、金柑、パイナップル、フェアクムカットリキュール

とちおとめブラン 2900
ルイナールブランドブラン、リースリング、とちおとめ
ローズマリーコーディアル

新しい二つの梨とジン 2200
六ジン、和梨、洋梨スパークリング

あんぽ柿サワー 2200
ホワイトラム、ピスコ、あんぽ柿、シトラス、金柑、抹茶塩

香茶のパロマ 2000
ドンフリオビアンコテキーラ、マウンテンベリーティー
望月青森カシス、ライム

橙色のコメトニック 2200 
The SG 焼酎 KOME、ノンアルコールジンネマ
順造選人参リンゴ、メディタレーニアントニックウォーター

文旦スパークリング 2900
白ウォッカ、ライム、天然エルダーフラワー
ルイナールブランドブランシャンパーニュ

山椒とザクロ 2000
ウッドフォードリザーブバーボンウィスキー、山椒スピリッツ
リレブラン、自家製グレナディンシロップ、ライム

ネグロイリー 2200
クリスチャンドルーアンカルヴァドスセレクション、レモン
ベルモットブラン、オレンジリキュール、グレープフルーツオイル

ハスカップベリー 2300
バカルディエイトラム、ヘネシー VS、ポートワイン
ハスカップ、生姜、シトラス、うずら卵



 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

ジン

ニッポン

セントラル

六 （大阪） 2000

橘花ジン（奈良） 2300

香の森（長野） 2300

ナンバーエイト（神奈川） 2200

季の美（京都） 2300

季の TEA （京都） 2800

季の勢（京都） 2800

ノース

紅櫻蒸溜所ジンナンバー 0101 （北海道） 2400

越後薬草 YASO ジン（新潟） 2300

サウス

長崎出島ジントリプルジュニパー（長崎） 2200

ジンジンジン（熊本） 2400

秋赤屋根（鹿児島） 2500

冬赤屋根（鹿児島） 2500 



イギリス・スコットランド

プリマス  2000

サイレントプール  2700

サバティーニ  2300

セイクレッドオーガニック  10 x ジュニパー  2500

ボタニスト  2200

ヘンドリックス  2300

ドイツ・フランス

モンキー  47 3200

ファーディナンズドライジン  2900

ヘイマット  2400

ジーヴィアインノエイゾン  2300

ルジン  2300

アメリカ・オーストラリア・ポルトガル

コーヴァル  2700

メルボルンジンカンパニードライジン  2300

ジンカニングス  2300 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ウォッカ

白 1900

奥飛騨 2000

ニッカカフェ 2300

ケテルワン 2000

グレイグース 2300

チェイス 2200

ブラックカウ 2500

アブソリュートエリクス 2300

ラム

ニッポン & 東南アジア

ナインリーブスクリア 2300

ナインリーブスエンクリプティッド Ⅲ 2900

ラオディホワイト 2000

ラオディブラウン 2200

ドンパパ 2300

カリビアン

ペニーブルー VSOP 1900

ゴスリングブラック 1900

ロンサカパ 2200

ディプロマティコエクスクルーシバ 2200

プランテーションペルー 2004 2200

トロワリビエールブラン 1900

トロワリビエール VSOP 2800

ベリーブロス＆ラッドジャマイカ 17年 3200

ジェネラルラムトレーダーズニカラグア 1998 4300 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキーラ

ドンフリオブランコ 1900

ドンフリオレポサド 2000

ドンフリオアネホ 2300

オーチョブランコ 2000

オーチョレポサド 2200

フォルタレサブランコ 2300

フォルタレサレポサド 2400

ドンフラノアネホ 2000

パトロンプラチナ 8800

クラスアズールレポサド 4300

クラスアズールアネホ 12400

メスカル

アモーレスベルデモメント  1900

デルンベスオアハカ  1900

デルンベスサンルイポトス  1900

ピエルデアルマスエスパディン  2000

ピエルデアルマスペチューガ  2300

オロデコヤメ  2300 



 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ウィスキー

ニッポン

響ブレンダーズチョイス 3000

響 21年 7500

響 30年 36700

山崎 2300

山崎 18年 7500

山崎 25年 36700

白州 2300

白州 18年 7500

白州 25年 36700

ニッカフロムザバレル 2300

ニッカ宮城峡 2300

ニッカ余市 2300

イチローズモルトダブルディスティラリーズ 3500

イチローズモルトミズナラウッド 3500

イチローズモルトワインウッド 3500

松井サクラカスク 2300

松井ピーテッド 2300 



  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

ブレンデッドスコッチ

デュワーズ 15年 2000

シーバスミズナラ 12年 2000

シーバスミズナラ 18年 2700

オールドパー 18年 2800

ピートモンスター 2200

ジョニーウォーカーブルー 5300

シングルモルト

ハイランド

グレンドロナック 12年 2300

グレンドロナック 18年 4000

オーバン 14年 2400

グレンリベット 15年 2400

グレンリベットナデューラオロロソ 2700

クラッガンモア 12年 2200

グレンファークラス 15年 2500

グレンファークラス 21年 3000

マッカラン 12年 2700

マッカラン 18年 8200

マッカラン 25年 34800

アンノック 18年 3400

アンノックピートハート 2800

アンノック 22年 4800

アイランズ

ハイランドパークヴァルクヌート 2500

スキャパ 2300

タリスカー 10年 2000

タリスカー 15年カスクストレングス 3300

アラン 18年 3300 



  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

キャンベルタウン

スプリングバンク 10年 2500

アイラ

ボウモア 15年 2700

ボウモア 25年 11600

ラフロイグ 10年 2000

ラフロイグロア 3300

アードベッグ 10年 2000

アードベッグアン・オー 2200

カリラ 12年 2200

カリラ 15年カスクストレングス 3300

ラガヴーリン 16年 2700

アメリカン

サゼラックライ 2400

ジェームスペッパー 1776 ライ 2000

メイカーズマーク 1900

ウッドフォードリザーブ 1900

ウッドフォードリザーブライ 1900

ウッドフォードリザーブマスターズコレクション 3700

ノアーズミル 2300

ブラントンゴールド 4900

エライジャクレイグ 1900

ミクターズサワーマッシュ 2400

アイリッシュ

ジェムソン 1800

カネマラ 2000

レッドブレスト 15年 2800 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

ブランデー

ヘネシー VS 

クルボアジェ VSOP 

ハインボネウイユ 2005 

ハインアンティーク XO 

ダルティガロングバスアロマニャック VSOP 

ダルティガロングバスアロマニャック 1989 

クリックペパン VS 

ロジェグルーべネラブル 

クリスチャンドルーアン XO 

マッサネポワールウィリアムス 

グラッパ

ポリサルパバリッケ 

ポリウバビバイタリアーナ 

グラッパディサシカイア 

ベルタブリックデルガイアン 

内田グラッパ甲州 

シェリー・ポートワイン

マンサニージャバロンミカエラ 

アモンティリャードバロンミカエラ 

ペドロヒメネスバロンミカエラ 

ブラスファイントゥイニー 

ブラス 20y トゥイニー 

日本酒 

大七純米生酛 

獺祭磨き二割三分純米大吟醸 

大嶺 2粒火入れ山田錦純米吟醸 

醸し人九平次黒田庄に生まれて 

1900

2300

3700

6600

2300

3000

2000

3000

2700

1800

1800

1900

2400

3400

2400

1500

1600

1800

1500

2300

180ml / 720ml

5200 / 10100

5800 / 21500

16600

11400 



 

 

 

 

ビール

サントリープレミアムモルツマスターズドリームドラフト 1500

サントリープレミアムモルツ 1400

ペローニ 1600

サントリーオールフリー（ノンアルコール） 1100

クラフトビール

東京 I PA 1700 
IPA / Far Yeast Brewing Company / 東京  

BREAD ブレッド  2000
ライゴールデンエール  / AJB Co. /長野

ブルックリンソラチエース  1600
セゾン北海道産ホップ使用  / Brooklyn Brewery / ニューヨーク

馨和  KAGUA Blanc 1800
ホワイトエール  / Far Yeast Brewing Company / ベルギー

フレッシュジュース

ラスティック
リンゴ、人参、カボス  1500

ルーツ
ビーツ、オレンジ、生姜  1300

サンライズ
セロリ、グレープフルーツ、黒胡椒  1500

スムージー

グリーン
キウイ、リンゴ、セロリ、ベビースピナッチ、スペルリナ  1600

ナッティー
バナナ、アーモンドミルク、クルミ、きな粉  1600

ダブルベリー
ブルーベリー、青森カシス、リンゴ、ココナッツパウダー、チアシード  1600

コーヒー

シングルエスプレッソ、ルンゴエスプレッソ、アメリカーノ  1000

ダブルエスプレッソ  1100

カフェラテ、カプチーノ、カフェモカ  1200 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ティーセレクション 1200
上質なナチュラルティーとボタニカルブレンド

インペリアルイングリッシュブレックファースト
サンダーボルトダージリン
アールグレイ
デカフェセイロン
ペアーツリーグリーン
マウンテンベリーハーバル
ペパーミント
カモミール
ジャスミンパール

日本茶 1300

煎茶あさつゆ
きらら玄米茶
抹茶黒豆茶

ソフトドリンク

キミノ柚子ソーダ 1100

ラシャス洋梨スパークリング 1600

フィーバーツリーインディアントニックウォーター、ジンジャービア 1100
メディタレーニアントニックウォーター

ペプシ、ペプシゼロ、ソーダ、セブンアップ、ジンジャーエール 1000

水

スティル

奥会津金山 1800

アクアパンナ 1100

エヴィアン 1800

スパークリング

奥会津金山天然炭酸水 1800

サンペレグリノ 1100 / 1800 
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	ヴーヴ クリコ ラ グラン ダム 草間彌生 ボトル 2012  6800
	日本酒スパークリング
	白ワイン
	アデガス バルミニョール アルバリーニョ リアス バイシャス 2018          2100
	フォリウム ヴィンヤード ソーヴィニョン ブラン リザーブ 2016 3200
	ナカムラ セラーズ ノリア シャルドネ ソノマ コースト 2018       4500
	ロゼワイン
	ブルーノ クレール マルサネ ロゼ  2015 3200
	赤ワイン
	テッレ ネーレ エトナ ロッソ 2018 2100
	ファンキー シャトー サンジョベーゼ 長野 上田  2018       3700
	ベッドロック ワインズ  オールド ワイン ジンファンデルカリフォルニア 2018  4500
	コラヴァン [75ml]
	白ワイン
	デュジャック モレ サン ドゥニ プルミエ クリュ モンリュイザン ブラン 2016      5700
	コント ラフォン ムルソー クロ ド ラ バール 2017 7800
	赤ワイン
	シャトー マルゴー 2004          　　　　　　　　　　　　　    15200
	コント ジュルジュ ド ヴォギュエ ボンヌ マールグラン クリュ 2016        19000
	スイートワイン
	シャトー ディケム  1996 12700
	ノンアルコール スパークリング
	ピエール ゼロ ブラン ド ブラン フランス  1800
	ウッドフォードリザーブ バーボンウィスキー、山椒スピリッツ リレ ブラン、自家製グレナディンシロップ、ライム
	ウッドフォードリザーブ バーボンウィスキー、山椒スピリッツ リレ ブラン、自家製グレナディンシロップ、ライム
	ネグロイリー 2200
	クリスチャン ドルーアン カルヴァドス セレクション、レモン ベルモット ブラン、オレンジ リキュール、グレープフルーツ オイル
	クリスチャン ドルーアン カルヴァドス セレクション、レモン ベルモット ブラン、オレンジ リキュール、グレープフルーツ オイル
	ハスカップベリー                                                                                2300
	バカルディ エイト ラム、ヘネシー VS、ポートワイン
	ハスカップ、生姜、シトラス、うずら卵
	ジン
	ラム
	ニッポン & 東南アジア
	ニッポン
	サゼラック ライ                                                                                   2400
	ジェームス ペッパー 1776 ライ                                                          2000
	メイカーズマーク                                                                                1900
	ウッドフォードリザーブ                                                                     1900
	ウッドフォードリザーブ ライ                                                             1900
	ウッドフォードリザーブ マスターズコレクション                             3700
	ノアーズミル  2300
	ブラントン ゴールド                                                                            4900
	エライジャクレイグ                                                                             1900
	ミクターズ サワーマッシュ                                                                 2400
	アイリッシュ
	アイリッシュ
	ブランデー
	180ml / 720ml
	大七 純米生酛                                                                  5200 / 10100
	獺祭 磨き二割三分 純米大吟醸                                             5800  / 21500
	大嶺2粒 火入れ山田錦 純米吟醸                                                        16600
	醸し人九平次 黒田庄に生まれて                                                        11400
	ビール
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