
DRINK  MENU 

 

STANDARD COCKTAILS  

 

Short cocktail  マティーニ       ￥１，9００ 

ギムレット       ￥１，9００ 

マンハッタン       ￥１，9００ 

サイドカー       ￥１，9００ 

コスモポリタン       ￥１，9００ 

マルガリータ       ￥１，5００ 

ホワイトレディ       ￥１，5００ 

アレキサンダー       ￥１，9００ 

 

Ｌｏｎｇ cocktail  ジントニック       ￥１，9００ 

   ブラッディメアリー       ￥１，9００ 

   モスコミュール       ￥１，9００ 

 

 

 

BEER   ソラチ 1984       ￥１，2００ 

   エビス マイスター       ￥１，2００ 

   サントリー オールフリー      ￥800 

 

NON-ALCOHOL 

フレッシュオレンジジュース ￥1,200  フレッシュグレープフルーツジュース  ￥1,200 

トマトジュース  ￥1,000  コカ・コーラ   ￥800 

ジンジャーエール  ￥800  ボッテガ ブラッドオレンジソーダ ￥1,200 

      ボッテガ シチリアンレモンソーダ ￥1,200 

 

COFFEE／TEA 

ブレンドコーヒー  ￥1,200  ジャスミンティー   ￥1,000         

アールグレイティー  ￥1,000  クラシックティー   ￥1,000 

ジンジャーティー  ￥1,000  デカフェアールグレイティー  \1,000 

 

MOCKTAILS 

ヴァージンモヒート  ￥1,200  大葉のヴァージンモヒート  ￥1,200 

 サラトガクーラー  ￥1,200 

 レディ ミモザ  ￥1,200  白桃ベイビーベリーニ   ￥1,200 

 南国パインジンジャー ￥1,200  大葉とマスカットのクーラー  ￥1,200 

蜂蜜と生姜のブルートニック ￥1,200  ザクロとベリーのイミテーションワイン ￥1,200 

 

 

WHISKY/WHISKEY  BRANDY  BEER  NON-ALCOHOL DRINK 

 



 

 

WHISKY/WHISKEY 

Scotｃh  グレンフィディック 12年 ￥1,900  ウルフバーン 立川限定ボトル ￥3,600 

  マッカラン 18年  ￥7,200 スプリングバンク１０年  ￥2,400 

  タリスカー10年  ￥2,200 ラフロイグ 10年   ￥2,200 

  ボウモア１２年  ￥2,200 ラガヴーリン１６年   ￥2,200 

  オールドパー１２年  ￥2,200 シーバスリーガル ミズナラ  ￥2,200 

 

Japanese 余市 ノンヴィンテージ ￥2,400 白州 ノンヴィンテージ  ￥2,400 

  山崎 12年  ￥3,600 マルス 越百   ￥2,200 

  響 ブレンダーズチョイス ￥4,200 

 

American ウッドフォードリザーブ ￥2,200 フォアローゼス シングルバレル ￥2,700 

  ワイルドターキー13年 ￥2,700   

 

BRANDY 

Cognac  クルボアジェ VSOPルージュ      ￥2,200 

Calvados ブラー グランソラージュ       ￥１，9００ 

 

 

 

 

   ソルティドッグ       ￥1,900 

   モヒート        ￥1,900 

   スプモーニ       ￥1,900 

   ブラックルシアン       ￥1,500 

   オールドファッションド      ￥1,900 

   ネグローニ       ￥1,500 

   ファジーネーブル       ￥2,200 

   レッドアイ       ￥1,900 

   シャンディガフ       ￥1,500 

 

Wine cocktail  アメリカンレモネード      ￥1,900 

   キール        ￥1,900 

   ミモザ        ￥2,400 

   キールロワイヤル       ￥2,400 

   ベリーニ        ￥2,400 

 

 

 

 

STANDARD COCKTAILS 



 

 

Our Recommended インフィニティーブルー      ￥2,200 

Cocktails  SORANO RED       ￥2,200 

   白いグラスホッパー      ￥2,200 

エスプレッソマティーニ      ￥2,200 

 

   煎茶のジントニック       ￥2,200 

   山椒香るハイボール      ￥2,200 

大葉のモヒート       ￥2,200 

 

 

WINE 

 

Red wine  マウントランギギラン ビリビリシラーズ   Glass ￥１，5００ 

          Bottle ￥8,600 

 

   プロトス 27      Glass ￥2,100 

          Bottle ￥12,600 

 

White wine  ダッシュウッド ソーヴィニヨンブラン    Glass ￥１，4００ 

          Bottle ￥7,300 

 

   ポールクルーバー シャルドネ    Ｇｌａｓｓ ￥1,700 

          Bottle ￥9,600 

 

Rose wine  ココファーム こころぜ     Glass \1,500 

          Bottle \8,500 

 

Sparkling wine アストリア ソラノホテル オリジナルスプマンテ   Ｇｌａｓｓ ￥1,200 

          Bottle ￥6,800 

 

   ドラピエ カルト・ドール ブリュット    Ｇｌａｓｓ ￥2,100 

          Bottle ￥12,500 

 

SAKE   立飛のそら 生酛純米大吟醸    Glass ￥1,200 

          Bottle ￥7,500 

 

SHOCHU  いいちこ 日田全麹 (麦)     ￥1,200 

   だいやめ (芋)       ￥1,200 

 

料金はすべて消費税を含んだ金額です。 

 

STANDARD COCKTAILS WINE SAKE SHOCHU 



 

FOOD  MENU 

 

 

1. 天上味醂で香りづけした干しイチヂクと「立飛のそら」の酒粕バターサンド   \1,000 

2. 自家製フォカッチャのブルスケッタ 大葉風味      \1,000 

3. 夏野菜＆フルーツのピクルス レモングラスの香り      ￥1,000 

4. 立川「チーズ大国」厳選！ 食べ頃チーズ 3種盛り合わせ     \3,100 

5. 自家製パテとパルマ産プロシュート、イベリコサラミの盛り合わせ    \3,100 

6. 南イタリア伝統のパッケリのジェノベーゼ 浅利と小柱     ￥1,900 

7. 夏魚のフィッシュ＆チップス 高菜いぶりがっこタルタル     \2,200 

8. 上野原「hayari」の本格派無添加手作りソーセージ (味噌 又は 柚子チョリソー)  \2,500 

9. ガーリックと醤油もろみでマリネしたスペアリブのグリル     \2,900 

10. キャラメリゼしたナッツとドライフルーツのヌガーグラッセ     \1,200 

 

料金はすべて消費税を含んだ金額です。 

 


