


『MADE IN TAIWAN』

全ての工程を自社で行い

世界から圧倒的な評価を得ているKAVALAN。

柔らかくコクのある味わいをお愉しみください。

グラス / Glass          900円      (1,090円)   

ボトル / Bottle     11,000円      (13,310円)

KAVALAN WHISKY FAIR

カバラン ディスティラリ―セレクト

＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅



＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅

ノンアルコール カクテル
NON ALCOHOLIC COCKTAIL

アップルミントソーダ　Apple Mint Soda　 ( Apple, Blue Curacao Syrup, Mint, Soda ) 　  　���       (���)

サラトガクーラー　Saratoga Cooler　( Lime, Ginger Ale ) 　　　　　　　　　　　  　���       (���)

バージンブリーズ　Virgin Breeze　( Cranberry, Grapefruit ) 　　　　　　　　　　　     ���       (���)

オリジナルカクテル
ORIGINAL COCKTAIL

ブルーダイヤモンド　Blue Diamond　 ( Awamori, Mistia, Apple, Blue Curacao, Lemon ) 　  �,���       (�,���)

トライ ミー　Try Me　 ( Awamori, Banana Liqueur, Hibiscus Syrup, Okinawa Lime Liqueur )  　 �,���       (�,���)

ピンキーサンシャイン　Pinky Sunshine　( Awamori, Passoa, Lemon, Okinawa Lime, Grenadine )  　 �,���       (�,���)

季節のフルーツスムージー
SEASONAL FRUIT SMOOTHIE

パッションスムージー　Passionfruit Smootihe　 ( Passionfruit, Pineapple, Calpis, Syrup ) 　             �,���        (�,���)

季節のフルーツカクテル
SEASONAL FRUIT COCKTAIL

パッション ピニャ コラーダ　Passion Pina Colada　 ( Passionfrui,  Rum, Passoa, Pineapple, Coconut Syrup, Milk ) 　 �,���             (�,���)

パッション モヒート　Pasiion Mojito　 ( Passionfruit,  Rum, Lemon, Syrup, Mint, Soda ) 　                                                                                                �,���            (�,���)

パッション フィズ　Passion Fizz　( Passionfruit, Tequila, Mangoyan, Banana Liqueur, Soda  )                  　          �,���          (�,���)      



＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅

                                                                  GIN BASE  

ギムレット　Gimlet　( Gin, Lime, Sugar )                                                                                   ���      (�,���) 

ジントニック　Gin and Tonic　( Gin, Lime, Tonic Water )                                                       ���      (�,���) 

ネグローニ　Negroni　( Gin, Campari, Sweet Vermouth )                                                    �,���      (�,���) 

マティーニ　Martini　( Gin, Dry Vermouth, Olive )                                                                �,���      (�,���) 

シンガポールスリング　Singapore Sling　( Gin, Cherry Heering, Lemon, Soda )          �,���      (�,���)

　　　　　　　　　　　　　　VODKA BASE   

ブラックルシアン　Black Russian　( Vodka, Coffee Liqueur )                                                ���      (�,���) 

ブラッディーメアリー　Bloody Mary　( Vodka, Tomato, Lemon )                                      ���      (�,���) 

コスモポリタン　Cosmopolitan　( Vodka, Cointreau, Cranberry, Lime )                              ���      (�,���) 

モスコミュール　Moscow Mule　( Vodka, Ginger Ale, Lime )                                             ���      (�,���) 

ソルティードッグ　Salty Dog　( Vodka, Grapefruit, Salt )                                                      ���      (�,���)

　　　　　　　　　　　　　　   RUM BASE  

ボストンクーラー　Boston Cooler ( Rum, Lemon, Ginger Ale, Sugar )                                   ���      (�,���) 

ダイキリ　Daiquiri　( Rum, Lime, Sugar )                                                                                 ���      (�,���) 

マイタイ　Mai - Tai　( Rum, Orange, Pineapple, Lemon, Grenadine )                                �,���      (�,���) 

モヒート　Mojito　( Rum, Mint Leaf, Cane Syrup, Lime, Soda )                                            �,���      (�,���)

カクテル
COCKTAIL



＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅

　　　　　　　　　　　　　  OTHERS

アレキサンダー　Alexander　( Brandy, Cacao Liqueur, Cream )                                        �,���      (�,���)

カンパリソーダ　Campari and Soda　( Campari, Soda )                                                         ���      (�,���)

カシスオレンジ　Cassis and Orange　( Cassis Liqueur, Orange )                                           ���      (�,���)

チャイナブルー　China Blue　( Litchi Liqueur, Blue Curacao, Grapefruit, Tonic Water )         �,���      (�,���)

ファジーネーブル　Fuzzy Navel　( Peach Liqueur, Orange )                                                   ���      (�,���) 

グラスホッパー　Grasshopper　( Pepper Mint Liqueur, Cacao Liqueur, Cream )                   ���      (�,���)

カルーアミルク　Kahlúa and Milk　( Kahlúa Coffee Liqueur, Milk )                                         ���       (�,���)

マンハッタン　Manhattan　( Rye Whiskey, Sweet Vermouth, Bitter )                                    �,���      (�,���)

サイドカー　Sidecar　( Brandy, Cointreau, Lemon )                                                                �,���      (�,���)    

　　　　　　　　　　　　TEQUILA BASE  

エル ディアブロ　El Diablo　( Tequila, Cassis Liqueur, Lemon, Ginger Ale )                      �,���      (�,���) 

マタドール　Matador　( Tequila, Pineapple, Lime )                                                              �,���      (�,���) 

マルガリータ　Margarita　( Tequila, Cointreau, Lemon, Salt )                                             �,���      (�,���)

カクテル
COCKTAIL



ロンサカパ ��　Ron Zacapa 23                                                                                                                  �,���     (�,���)

HSE サンテティエンヌ　HSE Saint Etienne                                                                                     �,���     (�,���)

スピリッツ
SPIRITS

タンカレー　Tanqueray                                                                                                                                       �,���     (�,���)

ボンベイサファイア　Bombay Sapphire                                                                                              �,���     (�,���)

ザ・ボタニスト　The Botanist                                                                                                                   �,���     (�,���)

ジーヴァイン フロレゾン　g’Vine Floraison                                                                                     �,���     (�,���)

ヘンドリックス　Hendrick’s                                                                                                                      �,���     (�,���)

季の美　Kinobi                                                                                                                                                 �,���     (�,���)

―VODKA―

アブソルート　Absolut                                                                                                                   �,���     (�,���)

ベルヴェデール　Belvedere                                                                                                                      �,���     (�,���)

グレイグース　Grey Goose                                                                                                                       �,���     (�,���)

オルメカ アルトス プラタ　Olmeca Altos Plata                                                                      �,���     (�,���)

パトロン アネホ　Patrón Añejo                                                                                                           �,���     (�,���)

―TEQUILA―

―GIN―

―RUM―

＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅 

Glass    45ml

Glass    45ml

Glass    45ml

Glass    30ml



お勧めワイン
RECOMMENDED WINE

－  －

－  －

－ －

 SPARKLING

エスパス・オブ・リマリ ブリュット（チリ）　　　　　  　　　 　���  (���)               �,���  (�,���)
Espace of Limari Brut Special Edition

 WHITE 

アンドリュー・ピース ノート シャルドネ（オーストラリア）                    ���  (���)               �,���  (�,���)
Andrew Peace Winemakers Notes Chardonnay

 RED

アンドリュー・ピース ノート カベルネ・ソーヴィニヨン（ オーストラリア ）                      ���  (���)               �,���  (�,���)
Andrew Peace Winemakers Notes Cabernet Sauvignon 

ビール
BEER

オリオン生　Orion Draft                                                                                              ���              (���)

アサヒ豊穣 生　Asahi Houjou Draft                                                                              ���          (�,���)

アサヒ、キリン、サッポロ、サントリー　小瓶 ���ml　Bottled Beer Asahi,Kirin,Sapporo,Suntory             ���              (���)

ギネス スタウト ���ml　Guiness Stout             　　　　　　　　　　　　　���              (���)

ノンアルコールビール　Non Alcoholic Beer                                                           ���              (���)

＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅

Glass 125ml              Bottle

Glass 125ml               Bottle

Glass 125ml               Bottle



山崎シングルモルト　Yamazaki Single Malt                                                                 �,���        (�,���)

山崎��年　Yamazaki 12 yrs.　　                                                                                      �,���        (�,���)

山崎��年　Yamazaki 18 yrs.                                                                                              �,���        (�,���)

白州シングルモルト　Hakushu Single Malt                                                                   �,���        (�,���)

響  ジャパニーズハーモニー　Hibiki Japanese Hermony                                            �,���        (�,���)

響 ブレンダーズチョイス　Hibiki Blender's Choice                                                   �,���        (�,���)

響 ��年　Hibiki  21 yrs.                                                                                                            �,���        (�,���)

響  ��年　Hibiki  30 yrs.                                                                                                        ��,���      (��,���)

宮城峡シングルモルト　Miyagikyo Single Malt                                                                  ���        (�,���)

余市シングルモルト　Yoichi Single Malt                                                                           ���        (�,���)

ザ・ニッカ　The Nikka　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　�,���        (�,���)

竹鶴ピュアモルト　Taketsuru Pure Malt                                                                              ���        (�,���)

竹鶴��年　Taketsuru 17 yrs.                                                                                              �,���         (�,���) 

竹鶴��年　Taketsuru 21 yrs.                                                                                               �,���        (�,���)

竹鶴��年　Taketsuru 25 yrs.                                                                                            ��,���      (��,���)

知多 グレーン 桜カスク　Chita Grain Sakura Cask Finish                                      �,���        (�,���)

ジャパニーズ  ウィスキー
JAPANESE WHISKY

＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅

Glass    30ml



スコッチ  ウィスキー  シングルモルト
SCOTCH WHISKY SINGLE MALT

グレンフィディック��年    Glenfiddich 12 yrs.                                                             ���      (�,���)

ザ・グレンリベット��年　 The Glenlivet 12 yrs.                                                         ���      (�,���)

ザ・マッカラン ��年　The Macallan 12 yrs.                                                                  �,���      (�,���)

ラフロイグ ��年　Laphroaig 10 yrs.                                                                             �,���      (�,���)

ボウモア ��年　Bowmore 12 yrs.                                                                                     ���      (�,���)

カリラ ��年　Caol Ila 12 yrs.                                                                                          �,���      (�,���)

ラガブーリン ��年　Lagavulin 16 yrs.                                                                          �,���      (�,���)

グレンモーレンジィ オリジナル　Glenmorangie Original                                          ���      (�,���)

グレンモーレンジィ ラサンタ　Glenmorangie Lasanta                                             �,���     (�,���)

グレンモーレンジィ ネクタードール  Glenmorangie Nectar D’or                           �,���      (�,���) 

グレンモーレンジィ ��年　Glenmorangie 18 yrs.                                                      �,���      (�,���)

グレンモーレンジィ シグネット  Glenmorangie Signet                                             �,���      (�,���)

オーバン ��年　Oban 14 yrs.                                                                                        �,���      (�,���)

タリスカー ��年　Talisker 10 yrs.                                                                                  �,���     (�,���)

モートラック ��年　Mortlach 12 yrs.                                                                           �,���     (�,���)

スコッチ ウィスキー ブレンデッド
SCOTCH WHISKY BLENDED

シーバス リーガル ��年　Chivas Regal 12 yrs.                                                                ���      (�,���)

ジョニーウォーカー ブラックラベル　Johnnie Walker Black Label                             ���      (�,���)

オールド パー ��年　Old Parr 12 yrs.                                                                        �,���      (�,���)

バランタイン ��年　Ballantine's 17 yrs.                                                                       �,���      (�,���)

ジョニー ウォーカー ブルーラベル　Johnnie Walker Blue Label                             �,���      (�,���)

Glass    30ml

Glass    30ml

＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅



その他ウィスキ―
OTHER WHISKY

ブランデー/グラッパ
BRANDY/GRAPPA

ジャックダニエル　Jack Daniels                                                                                       ���       (�,���)

メーカーズマーク レッドトップ　Maker's Mark Red Top                                              ���       (�,���)

ウッドフォードリザーブ 　Woodford Reserve                                                            �,���       (�,���)

I.W.ハーパー ��年　I.W.Happer 12 yrs.                                                                       �,���       (�,���)

ノブクリーク シングルバレル　Knob Creak Single Barrel                                           �,���       (�,���)

ウッドフォードリザーブ ダブルオークド　Woodford Reserve Double Oaked        �,���       (�,���)

ブッカーズ　Booker’s                                                                                                    �,���        (�,���)

カバラン ディスティラリー セレクト　Kavalan Distillery Select                                      ���        (�,���)

ヘネシー V.S.O.P　Hennessy  V.S.O.P                                                                              �,���       (�,���)

マーテル コルドンブルー　Martell Cordon Bleu                                                         �,���       (�,���)

ブラー グラン ソラージュ　Boulard Grand Solage                                                     �,���       (�,���)

シャトー ド ブルイユ ��年　Chàteau du Breuil 15 yrs.                                               �,���       (�,���)　

グラッパ バリー ディ サッシカイア　Grappa Barili di Sassicaia                             �,���       (�,���)　

Glass   30ml

日本酒 / 焼   酎
SAKE / SHOCHU

獺祭 純米大吟醸 磨き��　Dassai Junmai-Daiginjo                                                      �,���       (�,���)

兼　八（麦）Kanehachi（Wheat）                                                                                      ���       (�,���)

佐  藤    黒（芋）Sato Black（Potato）                                                                                 ���       (�,���)

Glass   90ml

Glass   60ml

＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅

Glass   30ml



泡　盛
AWAMORI

残波プレミアム ��度　Zanpa Premium                                                                           ���           (���)

菊之露 ゴールド ��度　Kikunotsuyu Gold                                                                       ���           (���)

おもろ ��年 ��度   Omoro 10 yrs.                                                                                 ���           (���)

松藤 限定古酒 ��度　Matsufuji Limited                                                                                 ���        (�,���)

海乃邦 ��年 古酒   Uminokuni 10 yrs.                                                                                      ���        (�,���)

春雨 ��度　Harusame                                                                                                       �,���        (�,���)

Glass   45ml

ソフトドリンク/ミネラルウォーター
SOFT DRINK / MINERAL WATER

フレッシュオレンジ　Fresh Orange                                                         �,���        (�,���)

フレッシュグレープフルーツ　Fresh Grapefruit                                                   �,���       (�,���)

パイナップル　Pineapple                                                                          ���           (���)

クランベリー　Cranberry                                                                           ���           (���)

ウーロン茶　Oolong Tea                                                                           ���           (���)

コーラ　Cola                                                                                           ���           (���)

コーラ ゼロ　Cola Zero                                                                             ���           (���)

ジンジャーエール　Ginger Ale                                                                   ���           (���)

アクアパンナ (スティル）���ml　Aqua Panna (Still)                                       ���           (���)

サンペレグリノ (スパークリング）���ml　San Pellegrino ( Sparkling )              ���           (���)

＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅



(22:00 Last Order)

(22:00 Last Order)

前　菜 
APPETIZER

軽　食
LIGHT MEAL

＊食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申しつけください。
＊Should you have any food allergies or special dietary requirements please inform your server.
＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅

鶏レバームース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ���          (���)        
Chicken Liver Mousse

スペイン産生ハムと白カビ熟成サラミ　　　　　　　　　　　    �,���      (�,���)
Spanish Raw Ham and Salami Sausage

スモークサーモンと焼きオニオンのピンチョス　　　　　　　　  ���          (���)
Smoked Salmon and Baked Onion Pinchos

タパス＆ピンチョス盛り合わせ                                                                       ���      (�,���)
Assorted Tapas and Pinchos

ベジタブル スティックサラダ                                                                          ���          (���)
Vegetables Sticks Salad

チーズの盛り合わせ                                                                                          �,���      (�,���)
Assorted Cheese

フルーツカクテル                                                                                                  ���          (���)
Fruits Cocktail

ポテトフライ                                                                                                          ���           (���)　　
French Fries

鶏のから揚げ                                                                                                          ���           (���)
Fried Chicken

ソーセージ盛り合わせ                                                                                         ���       (�,���)
Assorted Sausage

ソフトシェルシュリンプのアヒージョ                                                         ���       (�,���)
Ajillo with Soft Shell Shrimps

マルゲリータ                                                                                                           ���          (���)
Margherita

アメリカン クラブハウス サンドイッチ                                                    �,���       (�,���)
American Clubhouse Sandwich

ペンネ アラビアータ                                                                                            ���           (���)
Penne Arrabbiata

アンガス牛フィレ肉のソテー　バーベキューソース                           �,���       (�,���)
Sauteed Angus Beef Fillet with BBQ Sauce



(22:00 Last Order)

(22:00 Last Order)

おつまみ
SNACKS

和     食
JAPANESE FOOD

＊食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申しつけください。
＊Should you have any food allergies or special dietary requirements please inform your server.
＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅

オリーブ&ピクルス                                                                                                ���          (���)
Olives & Pickles

ミックスナッツ　　　                                                                                          ���          (���)
Mixed Nuts

チョコレート                                                                                      　　　　     ���          (���)
Chocolate

ドライフルーツ                                                                                      　　　　���           (���)
Dry Fruits

鮪のタルタル ガーリックトースト                                                                  ���      (�,���)
Tuna Tartar with Garlic Bread                           

天ぷら盛り合わせ                                                                                                   ���       (�,���)
Assorted Tempura

小エビのから揚げ 久米島 ピリ辛味噌添え                                                   ���          (���)
Fried Shrimp with Spicy Miso

烏賊とパプリカの豆板醤炒め 香草葱                                                         �,���     (�,���)
Stir-Fried Squid and Paprika with Chinese Chili Bean Sauce





『MADE IN TAIWAN』

全ての工程を自社で行い

世界から圧倒的な評価を得ているKAVALAN。

柔らかくコクのある味わいをお愉しみください。

KAVALAN WHISKY FAIR

カバラン ディスティラリ―セレクト

グラス / Glass          900円      (1,090円)   

ボトル / Bottle     11,000円      (13,310円)

＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅


