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FOOD | フード

Signature Cocktail | シグネチャーカクテル
 Uraku Night | 有楽ナイト ¥2,300

 Espresso Martini | エスプレッソ マティーニ ¥2,300

Gin (Gimlet / Martini / Tonic) | ジン （ギムレット / マティーニ / トニック）
 Kinobi | 季の美 京都ジン ¥2,300

 Monkey 47 | モンキー 47 ドライジン ¥2,800

Whisky | ウイスキー
 The Macallan 18 year | ザ マッカラン 18年 ¥5,500

 Glenfiddich 15 year | グレンフィディック 15年 ¥1,800

 Glenfiddich 18 year | グレンフィディック 18年 ¥2,600

 Ballantins 17 year | バランタイン 17年 ¥1,800

 Johnnie Walker Blue Label | ジョニーウォーカー ブルーラベル ¥3,500

 Royal Household | ロイヤルハウスホールド ¥5,800

Bourbon Whiskey | バーボンウイスキー
 Four Roses Super Premium |  フォアローゼズ プラチナ ¥1,800

Brandy | ブランデー
 Hennessy VSOP | ヘネシーVSOP ¥2,200

 Martell XO | マーテルXO ¥3,500

Vodka (Moscowmule / Saltydog) | ウォッカ （モスコミュール / ソルティドッグ）
 Belvedere Vodka | ベルヴェデール ウォッカ ¥2,200

 Grey Goose | グレイグース ¥2,400

Tequila (Margarita) | テキーラ （マルガリータ）
 Herradura | エラドゥーラ ¥2,400

 Baileys Irish Cream | ベイリーズ　アイリッシュクリーム ¥1,500

SPIRITS | スピリッツ

Glass Price

Heartland | ハートランド 330ml ¥1,100

Guinness Extra Stout | ギネスエクストラ スタウト 330ml ¥1,300

Draft Asahi Premium Jukusen | アサヒ プレミアム生ビール 熟撰  ¥1,200

The Premium Malts | ザ プレミアム モルツ 334ml ¥1,100

Yebisu | エビス 334ml ¥1,100

Super Dry Zero | アサヒ ドライ ゼロ 334ml ¥800

BEER | ビール

Coca Cola | コカ・コーラ  ¥800

Coca Cola Zero | コカ・コーラ ゼロ  ¥800

Fever-Tree Tonic Water | フィーバーツリー トニックウォーター 200ml ¥900

Fever-Tree Ginger Ale | フィーバーツリー ジンジャーエール 200ml ¥900

Orange | オレンジ  ¥900

SOFT DRINK | ソフトドリンク

Maou | 魔王  ¥1,500

SHOCHU | 焼酎

Taturiki Komenosasayaki | 龍力 米のささやき  ¥3,500

Daisekei Jummaidaiginnjou | 大雪渓 純米大吟醸  ¥5,500

SAKE | 日本酒 

Owari Beef and Cheese Skewer, Teriyaki Sauce |   ¥2,400
飛騨牛とフレッシュチーズの串焼 照り焼きソース
Charcuterie Board | シャルキュトリー ボード  ¥1,900

Chicken and Genovese Panini Sandwich served with Tru�e Potato Chips |   ¥2,000
チキン ジェノベーゼ パニーニ サンドイッチ トリュフ風味ポテトチップス添え
French Cheese Selection | フランス産チーズ セレクション  ¥2,100

Smoked Hida Salmon and Toast | 燻製飛騨サーモンとトースト  ¥1,800

Tru�e Butter Fresh Pasta | トリュフバターのフレッシュパスタ  ¥3,200

Okonomiyaki-style Potatoes | お好み焼き風ポテト  ¥1,600

Ice Cream | アイスクリーム  ¥1,600

*Please inform your server of any food allergies, food intolerance , dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have. *Prices include 
consumption tax and service charge.
※お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料につい
てのご質問はスタッフへお尋ねください。　※上記価格に消費税とサービス料が含まれております。

*Please inform your server of any food allergies, food intolerance , dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have. *Prices include 
consumption tax and service charge.
※お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料につい
てのご質問はスタッフへお尋ねください。　※上記価格に消費税とサービス料が含まれております。

Glass Price

1合 180ml
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