DRINK MENU
ドリンクメニュー
SOFT DRINK
ソフトドリンク
Homemade cola

Homemade vinegar

自家製コーラ

650 円

人工甘味料や食品添加物不使用
様々なスパイスやハーブで作る自家製コーラは風邪
予防や美肌効果、リラックス効果が期待できます

[ HOT / ICE ]

Jasmine tea squash

550 円

Blooming tea

工芸茶

650 円

季節の果物で作る自家製ビネガーの
オリジナルドリンク

Coﬀee

コーヒー

自家製ビネガーソーダ

750 円

ジャスミンティースカッシュ
Orange juice

オレンジジュース

550 円

Black oolong tea

黒ウーロン茶

ジャスミンの香りの色鮮やかな花咲くお茶です

650 円

550 円

ORIGINAL BLEND TEA
オリジナルブレンドティー HOT/ ICE

メディカルハーブインストラクター・メディカルハーブセラピスト監修
体調の悩みや目的に合わせて選べる、機能性にこだわりながら飲みやすさも追求した
オリジナルブレンドティー

Hangover blend

二日酔ブレンド

Sleep well. super blend

750 円

桑の葉
：デトックス効果・高血圧予防
ハイビスカス：デトックス効果
ミルクシスル：肝機能の改善
陳皮
：ストレス緩和
Internal beauty blend

内臓美人ブレンド
：血液浄化
レモングラス：消化促進
ローズマリー：老化防止
ペパーミント：筋肉痛や肩こりの緩和
サンザシ
：たんぱく質分解
ネトル

おやすみサポートブレンド

750 円

カモミール ：香り・リラックス効果
ローズレッド：香り・美容効果
ラベンダー ：安眠・緊張緩和
龍眼
：安眠・疲労回復
Skin super blend

750 円

美肌ブレンド

750 円

レモンを絞ってお茶の色の変化をお楽しみ下さい。
ルイボス
：抗酸化作用
ローズヒップ：ビタミン C・美容効果
マロｰブルｰ･マリｰゴｰルド：皮膚、粘膜の修復
エリカ･はとむぎ
：美白効果

＊価格は全て税込表示です

DRINK MENU

ALCOHOLIC DRINK

ビオワイン

アルコールメニュー

国産

BIO WINE

使用 /
モン
レ

名物

LEMON SOUR
レモンサワー

Fresh Lemon sour

自家製レモンサワー

700 円

生レモンで作るスッキリしたレモンサワー
Sweet Lemon sour

甘レモンサワー
Salty Lemon sour

750 円
750 円

自家製塩レモンペーストで作るキリッとしたレモンサワー

Frozen Lemon sour

凍レモンサワー

800 円

凍らせた焼酎で作るシャリシャリレモンサワー

NATURAL HERB SANGRIA

薬膳サングリア

季節の果物とスパイス、甜菜糖で漬け込んだ
自家製サングリアベースで作るワインのカクテル
Red Sangria

赤ワインのサングリア

WHITE
AZAN BLANC 2017 Viognier

アザン・ブラン 17

B/3900 円
G /650 円 舌触りを楽しめる爽やかな味わい

品種/ヴィオニエ

GROVE MILL 2017 SB

B/4700 円 グレープフルーツやハーブのような清涼感、ドライでコク

品種/ソーヴィニヨンブラン

グローヴ・ミル

黄色い果実の香りとハチミツの風味の中に程良いコクと

のある大変バランスのよい味わい

産地/ニュージーランド
マールボロ

Draft beer

Free alcohol

B/4500 円 サワーチェリーのようなジューシーな果実味とパワフル
G/ 750 円 なタンニンが溶け込ん南仏らしい赤ワイン

品種/サンソー、
グルナッシュ

CIRO ROSSO CLASSICO SUPERIORE 2015
Gaglioppo

B/7800 円 プルーンやドライフルーツ、カカオのような甘く熟した滑

品種/ガリオッポ

らかな味わいは、唐辛子を食べる産地ならでは

ノンアルコールビール

産地/イタリア、
カラブリア州

BEER COCKTAIL
Homemade coke beer

自家製コークビア

SPARKLING

Homemade vinegar beer

B/5200 円 キレのある酸と果実エキスの旨みがバランス良く、余韻に
感じるミネラル感がエレガントなカヴァ

850 円

柑橘メープルハイボール

750 円
750 円

季節の柑橘とスパイスをメープルシロップで漬けた
自家製シロップで作る上品な甘さのハイボール
Natural herb Highball

薬膳ハイボール

850 円

季節の果物とスパイスのベースで作る甘みのあるハイボール

Shochu original blend tea

本日のブレンドティー割り

750 円

贅沢にオリジナルブレンドティーで焼酎を割ったお茶ハイ

WHISKY

ウィスキー

Japanese whisky TAKETSURU from NIKKA

竹鶴

[ソーダ / 水 /ロック]

950 円

[ソーダ / 水 /ロック]

750 円

Jack Daniel's

ジャック･ダニエル

Japanese whisky SuperNIKKA from NIKKA

スーパーニッカ

650 円

[ソーダ / 水 /ロック]

生ビール

700 円
600 円

CHINESE NATURAL HERB WINE

漢方酒

季節に合わせた自家製酒
Original natural herb liqueur

漢方酒

[ソーダ / 水 /ロック]

750 円

産地/南フランス

チロ・ロッソ・クラシッコ・スペリオーレ

カヴァ・ミルジン・レゼルヴァ

DRAFT BEER
アサヒドライプレミアム 豊醸

BONNE PEACH 2015 Grenache

CAVA MIRGIN RESERVEA Spain

自家製コーラのハイボール

産地/フランス ラングドック

RED
ボンペルシェ

850 円

White Sangria

白ワインのサングリア

Homemade coke Highball

Citrus Maple Highball

自家製のはちみつ漬けレモンで作る自然な甘めのレモンサワー

塩レモンサワー

オリジナルドリンク

品種/チャレロ、マカベオ、
パレリャーダ、
シャルドネ
産地/スペイン、
アレーリャ

＊価格は全て税込表示です

自家製ビネガービア

ビールカクテル

850 円
850 円

SHOCHU

焼酎

Barley shochu

中々（麦）

[ 水 /ロック]

750 円

[ 水 /ロック]

750 円

Sweet potato shochu

富乃宝山（芋）

＊価格は全て税込表示です

