
スコッチ　～Scotch～ アメリカン　～American～ オールドクロウ \540
Old Crow

ホワイトホース \540 デュワーズホワイトラベル \594 エヴァン・ウィリアムス \540 I.W.ハーパー \594
Whitehorse Dewars Whitelabel Evan Williams I.W.HARPER

ホワイトマッカイ \594 ブラックホワイト \594 フォアローゼス \594 ジャックダニエル ブラック \648
Whyte ＆ Mackay Black & White Four Roses Jack Daniel's Old No.7

エンシェントクラン \594 カティサーク \648 メーカーズマーク \756 フォアローゼス プラチナ \810
Ancient Clan Cutty Sark Makersmark Four Roses super premium

フェイマス グラウス \648 ジョニーウォーカー レッドラベル \648
The Famous Grouse JohnnieWalker RedLabel

アードモアレガシー \648 ジョニーウォーカー ブラックラベル \756 アイリッシュ　～Irish～ カナディアン　～Canadian～
Ardmore Legacy JohnnieWalker BlackLabel

グレンフィディック 12年 \756 オールドセントアンドリュース \756 タラモアデュー \702 カナディアンクラブ \540
Glenfiddich 12yrs OLD ST.ANDREWS Clubhouse Tullamore Dew Canadian Club

クラガンモア 12年 \756 タリスカー 10年 \810 クラウンローヤル \702
Cragganmore　12yrs Talisker 10yrs Crown Royal

シーバスリーガル \810 オールドパー 12年 \810
Chivas Regal Old parr 12yrs

ハイランドパーク 12年 \810 トマーティン 12年 \810 ジャパニーズ　～Japanese～ ブラックニッカ　クリア \486
Highland Park 12yrs Tomatin 12yrs Black Nikka clear

ザ・グレンリベット 12年 \864 ラフロイグ 10年 \864 サントリーオールド \540 スーパーニッカ \594
The Gｌｅｎｌｉｖｅｔ　12yrs Laphroaig 10yrs SUNTORY  OLD Super Nikka

グレンモーレンジィ　 \864 カリラ 12年 \864 サントリーリザーヴ \594 サントリーローヤル \702
Glenmorangie Caol ila 12yrs SUNTORY  RESERVE SUNTORY  ROYAL

アードベック 10年 \972 エドラダワー10年 \972
Ardbeg 10yrs Edradour 10yrs

マッカラン 12年 \972 バルヴェニー 12年 ダブルウッド \972
The Macallan 12yrs Balvenie 12yrs DoubleWood Other

Brandy アサヒエクストラコールド生 \648 シードル　ドライ/スイート \648
Draft Beer EXTRACOLD Cidre Dry/Sweet

ヘネシーVS \756 カミュVSOP \864 瓶ビール（中瓶） \756 グラスワイン　赤/白 \756
HennessyVS CamusVSOP Bottled Beer middle size Glass of wine Red/White

レミーマルタンVSOP \972 クルボアジェVSOP \1,188 黒七夕　芋 \540 黒よかいち　麦 \540
Remy MartinVSOP CourvoisierVSOP Potato shochu Barley shochu

ニッカアップルブランデー弘前 \1,296 本醸造 じょっぱり（300ｍｌ） \810 じょっぱり　梅酒 \648
Nikka apple brandy Hirosaki Sake jyoppari Joppari Umeshu

ブランデー

ウィスキー Whisky& Whiskey ウィスキー Whisky& Whiskey

その他



おつまみ Bar food ウィスキーカクテル ウォッカカクテル

Whisky cocktails Vodka cocktails
ナッツとドライフルーツ \540 アーモンドチョコレート \540
Roasted nuts and dried fruit Almond chocolate 鷹揚ガーデン \1,080 弘前フレンチマティーニ \1,080
ピクルスとオリーブのマリネ \540 クロスティーニ \648 Oh Yoh garden Hirosaki french martini

Assorted olives and pickled vegetables Assorted dips ウィスキーサワー \864 ホワイトルシアン \864
ベジタブルスティック \648 チーズセレクション \1,080 Evan williams sour White Russian

Vegetable sticks Cheese plate and dried fruit ラスティネイル \864 モスコミュール \864
サルーミ（イタリアンハム各種） \1,080 季節のフルーツ \1,080 Rusty nail Moscow mule

Selected cured memats Seasonal fresh fruit

デザート Dessert ジンカクテル リキュールカクテル

Gin cocktails Liqueur cocktails
本日のケーキ \648 ジェラートセレクション（2クープ） \648
Today's cake Gelato selection (Two coupes) ジントニック \864 青森キールロワイヤル \1,080

Gin and Tonic Aomori kir royal

Café menu ジンリッキー \864
Gin Ricky グラスホッパー \864

レギュラーコーヒー \648 オーガニックダージリン \756 タンカレーフィズ \864 Gｒasshopper

Blend coffee Organic darjeeling estate Tanqueray Fizz

カフェオレ \756 オーガニックアールグレイ \756 マリブパイン \864
Café au lait Organic earl gray Malibu and Pineapple

エスプレッソ \648 オーガニックアフリカンネクター \756 ラムカクテル
Espresso Organic african nectar Rum cocktails カンパリソーダ \864
カプチーノ \756 カモミールシトラス \756 Campari and Sodawater

Cappuccino Chamomile citrus バカルディキューバリブレ \864
アイスコーヒー \756 Bacardi Cuba libre ディサローノジンジャー \864
Iced coffee オークハートコラーダ \864 Disaronno and Ginger ale

Oakheart colada

Cake set バカルディブラックジンジャー \864 ピムズトニック \864
Bacardi Black and Ginger ale Pimm's and Tonic

紅茶、ハーブティー、アイスティー
Tea,: hot, herb or iced

¥1,080

トレーよりお好きなケーキと下記よりお好みのお飲み物をお選びください。
Choice from the Cake Tray, Including your choice of th following coffee or tea specialities.

コーヒー、エスプレッソ、カプチーノ、カフェオレ、アイスコーヒー
Coffee,:hot or iced, espresso, cappuccino, café au lait

喫茶メニュー

ケーキセット


