DRINK MENU
お酒
グラス

¥650 ( 税込 ¥715)

ALCOHOL
ピッチャー

¥980 ( 税込 ¥1,078)

パイント (700ml)

ビール
一番搾り ( 生 )

3 杯分

L ¥3,250 ( 税込 ¥3,575)

6 杯分

BEER

ハイネケン ( 瓶 )

ピッチャー

Kirin Ichiban Draft

S ¥1,800 ( 税込 ¥1,980)

ハートランド ( 瓶 )

Heineken

パイント

クラフトビール

Heartland

キリンゼロイチ ( ノンアル )

Craft Beer

Kirin Zero Ichi Beer

カクテル

COOKTAIL

ジントニック

レッドアイ

カシスオレンジ

モスコミュール

Gin and tonic

Red Eye

Cassis Orange

Moscow Mule

カンパリソーダ

テキーラサンライズ

シャンディガフ

カルアミルク

Tequila Sunrise

Shandy Gaff

Kahlua with Milk

Campari soda

ジャックソーダ

シャーリーテンプル ( ノンアル有り )

Jack soda

Shirley Temple

その他
レモンサワー
Lemon Sour

OTHER
ハイボール

ピッチャー

High Ball

パイント

ソフトドリンク

パイント

SOFT DRINK

各 ¥500 ( 税込 ¥550)
ウーロン茶

緑茶 (HOT/ICE)

ジンジャーエール

オレンジジュース

Oolong Tea

Green Tea

Ginget Ale

Orange Juice

パイナップルジュース

グレープフルーツジュース

コーラ

ココア (HOT)

Pineapple Juice

Grapefruit Juice

Coke

Cocoa

コーヒー (HOT/ICE)

はちみつレモン (HOT)

水

Coffee

Honey Lemon

Bottled Water

¥200 ( 税込 ¥220)
未成年者および、お車を運転の方へのアルコールの提供はお断りいたします。

DRINK MENU
赤ワイン

RED WINE

メスタ テンプラニーリョ

BOTTLE ¥3,600( 税込 ¥3,960)

Mesta Tempranillo

サレントネグロアマーロ

BOTTLE ¥4,200( 税込 ¥4,620)

Salent Negroamaro

ロバートモンダヴィ・ツインオークス
BOTTLE ¥6,300( 税込 ¥6,930)

カベルネソーヴィニヨン
Robert Mondavi Twin Oaks Cabernet Sauvignon

グラス

赤ワイン ¥650( 税込 ¥715)

デキャンタ

白ワイン

BOTTLE ¥2,500( 税込 ¥2,750)

Sol y Mar White

コンチャイトロセンデーロソーヴィニヨンブラン
Concha y Toro Sendero Sauvignon Blanc

ロバートモンダヴィツインオークスシャルドネ
Robert Mondavi Twin Oaks Chardonnay

白ワイン ¥650( 税込 ¥715)

デキャンタ

ロゼワイン
ロゼレガンス アンソランス
Rose Legance Insolence

ロゼレガンス リミュエール
Rose Legance Lumiere

シャンパン
エスタンドン・セレスト・ブリュレット
Estandon Selest Brurt

赤ワイン (500ml) ¥3,000( 税込 ¥3,300)

WHITE WINE

ソル・イ・マールホワイト

グラス

赤ワイン (375ml) ¥1,800( 税込 ¥1,980)

BOTTLE ¥5,100( 税込 ¥5,610)

BOTTLE ¥6,300 ( 税込 ¥6,930)
白ワイン (375ml) ¥1,800( 税込 ¥1,980)
白ワイン (500ml) ¥3,000( 税込 ¥3,300)

ROSE WINE
BOTTLE ¥8,400( 税込 ¥9,240)
BOTTLE ¥9,400( 税込 ¥10,340)

CHAMPAGNE
BOTTLE ¥10,000 ( 税込 ¥11,000)

未成年者および、お車を運転の方へのアルコールの提供はお断りいたします。

DRINK MENU
お酒

ALCOHOL

ホットカクテル

HOT COOKTAIL

カルアミルク

¥650 ( 税込 ¥715)

Kahlua with Milk

カンパリ

¥650 ( 税込 ¥715)

Campari

ウィスキー
Whisky

（シナモン＆蜂蜜トッピング

¥650 ( 税込 ¥715)

＋¥150）

モヒート

¥800 ( 税込 ¥880)

Mojito

看板ホットカクテル
マリブホットミルク

HOT COOKTAIL

パイン添え

Malibu Hot Milk with Pineapple

ホット・バタード・ラム
Hot Buttered Rum

ホット・ラム・カウ

HOT WINE

ホットドリンク
スモアホットミルク

¥800 ( 税込 ¥880)

HOT DRINK
¥650 ( 税込 ¥715)

Sʼ more Hot Milk

抹茶オレ
Matcha Ore

（ホイップクリームトッピング

¥800 ( 税込 ¥880)
¥800 ( 税込 ¥880)

Hot Rum Cow

ホットワイン

¥800 ( 税込 ¥880)

＋¥100）

¥500 ( 税込 ¥550)

未成年者および、お車を運転の方へのアルコールの提供はお断りいたします。

DRINK MENU

TFG 自家製モヒート ( ノンアル有り )
TFG Original Mojito

¥800 ( 税込 ¥880)

グラス
パイント (700ml)

¥1,400 ( 税込 ¥1,540)

〜〜〜今週のカクテル〜〜〜
TFG ピニャコラーダ
TFG Pina Colada
グラス
パイント (700ml)

¥800 ( 税込 ¥880)
¥1,400 ( 税込 ¥1,540)

CRAFT BEER

THE
FOREST
GARDEN

クラフトビール
各 ¥650 ( 税込 ¥715)

ール
ビ
ト
フ
クラ
！
飲み比べ

MONTHLY MENU
全 28 種類の中から毎月厳選したビールをお届け！
コープランド

ブルックリンサマーエール

ブルックリンラガー

Copeland

Brooklyn Summer Ale

Brooklyn Lager

よなよなエール

DHC プレミアムリッチエール

水曜日のネコ

Yona Yona Ale

DHC Premium Rich ALE

Suiyoubi No Neko

FAR YEAST 東京 IPA

常陸野ネストビールゆずラガー

インドの青鬼

FAR YEAST Tokyo IPA

Hitachino Nest Beer Yuzu Lager

Indian AOONI

グランドキリン ジャパン・ペールラガー
Grand Kirin JPL

etc…

※毎月ごとにご提供する銘柄が変わります。
※ご希望の方はスタッフにお声かけください。
未成年者および、お車を運転の方へのアルコールの提供はお断りいたします。

