
IR/05/04/2023

上記料金は税金と10％のサービス料込みの表記です
Tax and service charge included.

Alcohol + SoftdrinkAlcohol + Softdrink

SoftdrinkSoftdrink

¥2,300アルコール＋ソフトドリンク
¥980ソフトドリンクのみ

ご利用時間/ご注文から90分間

サントリー  モルツ
Suntory Malt’ s

ビール
Beer

バランタイン ファイネスト
Ballantine’s Finest

ウィスキー
Whiskey

Pepsi Cola / Ginger ale / Melon soda / C・C Lemon / Orange juice / Apple juice / Ice Tea / Oolong Tea / Ice Co�ee / Soda

Highball
Whiskey + Soda

Coke Highball
Whiskey + Pepsi cola

Lemon Shochu Highball
Shochu + C・C Lemon

Float
Melon soda or Co�ee
 + ice cream

Ginger Highball
Whiskey + Ginger ale

ペプシコーラ / ジンジャーエール / メロンソーダ / C・Cレモン / オレンジ / アップル
アイスティー / ウーロン茶 / アイスコーヒー / 炭酸水

焼酎
Shochu Sweet Poteto Shochu Naruto-kintoki

鳴門金時芋焼酎
Barley Shochu Oboke-koboke
麦焼酎 おおぼけこぼけ

Sudachi Chu
すだち酎

ジムビーム
Jim Beam

アルコール Alcohol

ソフトドリンク Softdrink

赤ワイン
Red Wine

ワイン
Wine

白ワイン
White Wine

ドリンクバー　メニュー

「阿波十割」 徳島地酒３種(日本酒)飲み放題
あわじゅうわり

●純米吟醸 阿波天水 ●特別純米 きらい黒 ●純米酒 己道
※「阿波十割」詳細は日本酒メニュー欄をご覧ください。　※ご利用はご注文から90分間

¥1,200

40/IR/24/03/2023

上記料金は税金と10％のサービス料込みの表記です。
Tax and service charge included.

ノンアルコール ドリンク Nonalcholic Drink

ペリエ ウォーター (炭酸・硬水)
Perrier Water (carbonated hard water)

南フランスの天然炭酸水。世界中の人々に愛され続けています。
¥780330ml

アクア パンナ（中硬水）

イタリア トスカーナ州の天然水。口の中をリフレッシュできる、ベルベットのようになめらかな味わい。
250ml

● ソ フ ト ド リ ン ク Soft Drink

● ミ ネ ラ ル ウ ォ ー タ ー Mineral Water

ゆずスカッシュ
Yuzu Squash

各 ¥580

各 ¥780

各 ¥600Ginger Ale
ジンジャーエール

Pepsi Cola
ペプシコーラ

Suntory  All Free Nonalcholic Beer Taste
サントリー オール フリー (ノンアルコールビールテイスト)

 ¥600

● ノンアルコール ビール Nonalchochoic Beer

 ¥640

Acqua panna (medium hard water)

Orange juice 
オレンジ

Apple juice 
アップル ウーロン茶

Oolong Tea

白ブドウスパークリング シャトレーゼ
White Grape Sparkling Chateraise

 ¥600

 ¥1,200

120ml

334ml

500ml

ハイボール
ウィスキー

+
炭酸水

コーク
ハイボール
ウィスキー

+
ペプシコーラ

レモン
チューハイ

焼酎
+

C・Cレモン

ジンジャー
ハイボール
ウィスキー

+
ジンジャーエール フロート

メロンソーダや
コーヒーに
バニラアイス

ドリンクバーを楽しむ
自在アレンジ!!

You can mix and match as you like!

ドリンクバーに追加料金 で

All you can drink menu

Available 90 minutes after orderingAvailable 90 minutes after ordering

For an additional 1,200 yen, you can enjoy all-you-can-drink 3 kinds of Tokushima local sake.
�e brands are Awa-tensui, Kirai-kuro, Kodou. Available 90 minutes after ordering.

＞＞


