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\1,300

ケーキセット
Cake Set
お好きなケーキ1種とコーヒー又は紅茶をお愉しみください｡

お好みのカクテルをお作りいたします。 お気軽にお申し付けください。

Coffee / Blend, American, Espresso, Cafe Latte, Cappuccino, Iced Coffee, or Iced Cafe Latte
Tea / Assam, Darjeeling, or Iced Tea
Herb Tea / Lemongrass, Chamomile, Hibiscus, Blue Mallow, or Linden

＊Your choice of  one drink.

レモングラス・・・

カモマイル・・・・・

ハイビスカス・・・

ブルーマロー・・・

リンデン・・・・・・・

レモンの香り豊かな味。ダイエット､貧血に効果的｡

花にリンゴのような香りを持つ。不眠症､ストレス解消に作用がある｡

鮮やかな色と酸味が特徴。ビタミンCを多く含み､美肌に効果的。

レモン果汁を加えると､ピンク色に･･･。クセのない味と香りで､花粉症に効果的｡

ステキな香りが穏やかに眠りを誘うお茶。おやすみ前のひとときにどうぞ｡

コーヒー／ブレンド､アメリカン､エスプレッソ､カフェラテ､カプチーノ､アイスコーヒー､アイスカフェラテ

紅茶／アッサム､ダージリン､アイスティー
ハーブティー／レモングラス､カモマイル､ハイビスカス､ブルーマロー､リンデン

＊下記より１杯お選びください。

\770

\630

Classic Cocktail
クラシック カクテル

Vanilla Ice Cream

Sudachi Sherbet

バニラアイスクリーム

すだちシャーベット

TO27/03/2023 20TO27/03/2023Tax and 10% service charge included.
上記料金は税金と10％のサービス料込みの表記です｡

産地情報については、店員におたずねください。

Please ask us about producing area.

Tax and 10% service charge included.

上記料金は税金と10％のサービス料込みの表記です｡

金時サンライズ

金時マルガリータ

阿波レット

吉野川

各 \1,000

Kintoki Sunrise

Kintoki Margarita

Awa Let

Yoshinogawa

マティーニ

サイドカー

マンハッタン

マルガリータ

ダイキリ

ジントニック

モスコミュール

カンパリソーダ

ネグローニ

Martini

Side Car

Manhattan

Margarita

Daiquiri

Gin & Tonic

MoscowMule

CampariSoda

Negroni

We can prepare your favorite cocktail. Please do not hesitate to contact us.

Cocktail
カクテル

Sweets
スイーツ

麦焼酎にゆずフレーバーを加えたキレのあるカクテル

金時焼酎をベースにしたマルガリータカクテル

ドライジンの香りがきわだつ、ドライな味わい

ブランデーのコクとホワイトキュラソーの
さわやかなカクテル

マンハッタンに沈む夕日をイメージした
ウイスキーベースカクテル

テキーラベースにした中辛口スノースタイルカクテル

アーネストヘミングウェイが愛飲した
有名なラムベースカクテル

ジンのさわやかな風味が際立つカクテル

ウォッカベースの口当たりの強いカクテル

カンパリのほろ苦い独特の風味

ベルモットの甘さがジンとカンパリのほろ苦さを
和らげた辛口カクテル

金時焼酎、オレンジジュースに
グレナデンシロップを沈めたカクテル

ピーチリキュールとコアントローをベースに
トニックウォーターで爽やかに仕上げた人気カクテル

\900

鳴門金時スムージー
"Naruto Kintoki"
Sweet Potato Smoothie

銘酒「鳴門鯛」香る
酒粕アイスクリーム
"Sake cake" Ice Cream

\650

鳴門金時アイス
"Naruto Kintoki"
 Ice Cream

\550
\900

\1,200

鳴門金時パフェ
"Naruto Kintoki" Sweet Potato Parfait

※写真は2名セット。 写真はイメージです。内容は
変更になる場合がございます。

苺あふれるフレンチトースト

\3,000

卵とミルクの特製調味液に丸一日
たっぷり漬け込ませたフレンチトーストに
あふれんばかりの苺をトッピング。

Strawberry French Toast

※注文を受けてから焼き上げますので20分程度のお時間をいただきます。

＊14:00～17:00

フルーツサンドウィッチ　/　スコーン

オーゲ オリジナル苺スイーツ

コーヒー 又は ストロベリーティー(ストレート/ミルク)

＊14:00～17:00

\4,250

Strawberry Afternoon Tea
ストロベリーアフタヌーンティー

1名セット

10:00～21:30※時間記載がないスイーツは全て

AoAwo Original Twist Cocktail
アオアヲ オリジナル ツイストカクテル

各 \1,000
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30TO27/03/2023 30TO27/03/2023Tax and 10% service charge included.
上記料金は税金と10％のサービス料込みの表記です｡

産地情報については、店員におたずねください。

Please ask us about producing area.

Tax and 10% service charge included.

上記料金は税金と10％のサービス料込みの表記です｡

Soft Drink
ソフトドリンク

各 \580
ゆず　　　　　アップル　　　　オレンジ　　　　ウーロン茶
Yuzu drink Apple juice Orange juice Oolong Tea

各 \790
ゆずスカッシュ
Yuzu Squash

トニックウォーター　　　ペプシコーラ　　　ジンジャーエール
Pepsi-ColaTonic Water Ginger Ale 各 \600

Iced Cafe Mocha

Cafe Au Lait            　　  Cocoa

Coffee Float

Iced Coffee

Cafe Mocha              Caramel Macchiato                      Cafe Latte

Espresso Doppio　　　　　   Cappuccino

Blend Coffee Please feel free to ask the staff  for a refill.

アイスカフェモカ

カフェオレ　　　　　     ココア

コーヒーフロート

アイスコーヒー

カフェモカ　　　　　キャラメルマキアート　　　　　カフェラテ

エスプレッソドッピオ　　　　　カプチーノ

ブレンドコーヒー

ロイヤルミルクティー

アイスティー

セイロン　　　　アッサム　　　　ダージリン

Royal Milk Tea

Iced Tea

Ceylon              Assam                Darjeeling

Coffee & Tea
コーヒー & 紅茶

アクアパンナ（中硬水）

ペリエ（炭酸水･硬水）
bottle 330ml  \730

Acqua Panna (medium hard water)

Perrier (carbonated hard water)

Mineral Water
ミネラルウォーター

bottle 250ml  \600

\950

\1,000
鳴門金時（芋焼酎）

おおぼけこぼけ（麦焼酎）

Naruto-Kintoki (Sweet Potato Shochu)

Ooboke-Koboke (Barley Shochu）

Sho-Chu
焼 酎

\850

\850

\850

\850

\850
サウザ シルバー テキーラ

バカルディ ラム ゴールド

バカルディ ラム ホワイト

ビーフィーター ドライ・ジン

スカイ ウォッカ

Sauza Silver Tequila

Bacardi Rum Gold

Bacardi Rum White

Beefeater Dry Gin

Skyy Vodka

Spirits
スピリッツ

\850

\1,200

\1,450

カンパリ

コアントロー

グランマルニエ

Campari

Cointreau

Grand Marnier

Liqueur
リキュール

Japanese SAKE
日本酒

\900Narutotai Mizu to Kome Junmai-Unprocessed Sake
ナルトタイ 水ト米 純米原酒　

120ml

 \800

 \730

 \680

 \850

 \780

 \730

各 \730

各 \750

各 \780

45ml

90ml

90ml

90ml

45ml

45ml

45ml

45ml

45ml

白ブドウスパークリング シャトレーゼ
White Grape Sparkling Chateraise \600

淡路島　島サイダー　アイラブネ
Awaji Island Local Cider “Airabune” bottle 340ml \850

＊お代わりはスタッフまでお気軽にお申し付けください。

45ml

45ml

お好みの飲み方をお申し付けください [水割り・湯割り・ソーダ割り・ロック・ストレート]
Please tell us how you like to drink [ with water, hot water, sparkling water, on the rocks, straight ]

お好みの飲み方をお申し付けください [水割り・ソーダ割り・ロック・ストレート]
Please tell us how you like to drink [ with water, sparkling water, on the rocks, straight ]

お好みの飲み方をお申し付けください [水割り・ソーダ割り・ロック・ストレート]
Please tell us how you like to drink [ with water, sparkling water, on the rocks, straight ]
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30TO27/03/2023 30TO27/03/2023Tax and 10% service charge included.
上記料金は税金と10％のサービス料込みの表記です｡

産地情報については、店員におたずねください。

Please ask us about producing area.

Tax and 10% service charge included.

上記料金は税金と10％のサービス料込みの表記です｡

glass 350ml

bottle 330ml

Snack
おつまみ

\750

\750

“Naruto - Kintoki” Tips & Lotus Root Tips

Mix Nuts

鳴門金時チップ＆れんこんチップ

ミックスナッツ

Wine
ワイン

\1,250Tio Pepe Dry Shelly
ティオペペ ドライシェリー

※ワインリストもご用意しております。
We also have a list of  another Wine.

Whiskey
ウィスキー

\1,200

\900Jim Beam（American）
ジム・ビーム（アメリカ）

Brandy
ブランデー

\1,500

\1,600

\1,950

\1,800

Marc de Bougogne

Carbados Boulard Grand Solage

Hennesy V.S.O.P

Courvoiser V.S.O.P

マール・ド・ブルゴーニュ

カルヴァドス ブラー・グランソラージュ

ヘネシーV.S.O.P.

クルボアジェV.S.O.P.

Awaji Beer
淡路ビール

Beer
ビール

\900

\900

\1,000

Kirin Ichiban Shibori

Asahi Super Dry 

Suntory The Premium Malt's

キリン一番搾り（小瓶）

アサヒ スーパードライ（小瓶）

サントリー  プレミアム モルツ （生ビール）

\1,200

\1,150

\1,150

Beer Taste Shima Lemon

Awaji Beer Red Ale

Awaji Beer Weizen

ビールテイスト　島レモン（小瓶）

あわぢびーる　レッドエール（小瓶）

あわぢびーる　ヴァイツェン（小瓶）

淡路島平岡農園産のアレンユーレカレモンの香り高いレモンピールで香りづけしたビール。

カラメル麦芽を煮込み、コクと香りを引出し、柑橘系のホップを合わせた口当たりの良い仕上がり。

苦みが少なく、フルーティーな香り。喉ごしと清涼感が特徴のビールです。

glass 120ml

45ml

45ml

\2,550

\1,650

Suntory Yamazaki 12years (Japanese)

Suntory Ao (Japanese)

サントリー山崎 １２年（日本）

サントリー碧 （日本）
45ml

45ml

\1,500

Canadian Club (Canadian)

Chivas Regel 12years（Scotch）

カナディアン クラブ（カナダ）

シーバスリーガル １２年（スコットランド）
45ml

45ml

45ml

45ml

45ml

\1,250
\6,200

Chateau Grand-Jean（White/France)
シャトー・グラン・ジャン（白/フランス）

美しく透明感のある色合い、デリケートで花のようなアロマが
素晴らしい、フレッシュでフルーティな辛口のワイン。

\1,300
\6,700

Laboure-Roi Coteaux Bourguignons（Red/France)
ラブレ・ロワ コトー・ブルギニヨン（赤/フランス）

美しいルビー色、ラズベリーを思わせるかすかな甘みのある香り。
たっぷりの果実味が心地よい華やかな味わいです。

glass 120ml
bottle 750ml

glass 120ml

/フランス

bottle 750ml

\640Nonalcholic All Free
ノンアルコール オールフリー（小瓶）

bottle 330ml

bottle 330ml

bottle 334ml

bottle 334ml

glass 350ml \1,000Italian draft beer PERONI NASTRO AZZURRO
イタリアンプレミアム「ペローニ」（生ビール）

bottle 334ml

お好みの飲み方をお申し付けください [水割り・ソーダ割り・ロック・ストレート・ハイボール]
Please tell us how you like to drink [ with water, sparkling water, on the rocks, straight, highball ]

お好みの飲み方をお申し付けください [水割り・ソーダ割り・ロック・ストレート]
Please tell us how you like to drink [ with water, sparkling water, on the rocks, straight ]


