
・ハードシードル        ￥850
　HARD Cidre

・ギネス                    ￥950
　GUINNESS

・ブルームーン           ￥1100
　BLUE MOON

・リーフマンス              ￥1100
　( チェリー＆ベリーミックス )
　Liefmans

・ブルックリンラガー  ￥1300
　BROOKLYN LAGER

・ピーチクランベリー         ￥900
　Peach Cranberry

・マリブコーク                      ￥900
　Malibu Coke

・パッソアパイン                 ￥900
　Passoa Pain

・カルーアミルク                 ￥900
　Baileys Milk

・キティ                                  ￥900
　Kitty

・オペレーター                      ￥900
　Operator

・シャンディーガフ              ￥900
　Shandy Gaff

・レッドアイ                         ￥900
　Red Eye

・ジョニー・ウォーカー
   ブラック                                    ￥850
　JOHNNIE WALKER Black

・ジェムソン                                ￥850
　JAMESON

・ジャックダニエル                    ￥850
　JACK DANIEL’S

・ザ・グレンリベット 12年   ￥1100
　THE GLENLIVET 12YEARS OF AGE

・富士山麓
　シグニチャーブレンド       ￥1200
　FUJI-SANROKU Signature Blend

・ボウモア 12年                  ￥1300
　BOWNORE AGED 12 YEARS

・ジントニック           ￥900
　Gin Tonic

・タンカレートニック  ￥900
　Tanqueray Tonic

・モスコミュール        ￥900
　Moscow Mule

・レッドブルウォッカ  ￥1050
　Red Bull Vodka

・キューバリバー         ￥900
　Cuba Libre

・アマレットジンジャー ￥900
　Amaretto Ginger

・スプモーニ                   ￥900
　Spumoni

・カシスオレンジ           ￥900
　Cassis Orange

・ライチグレープ          ￥900
　Lychee Grapefruit

■ワイン 赤／白 
　Wine RED/WHITE

　・グラス　Glass                ￥800 ～
　・ボトル　Bottle               ￥4500 ～

・キリン一番搾り            ￥800
　KIRIN ICHIBAN-SHIBORI

・ハイネケン
　Heineken
　･･･ミディアム Medium        ￥850
　･･･ラージ Large                 ￥1000
　･･･パイント Pint               ￥1100

・ブラックティー
ジントニック
￥1000

Black Tea Gin Tonic

生ビール
DRAFT BEER

瓶ビール
BOTTLED BEER

・キリン零一                    ￥750
　KIRIN ZERO-ICHI

・常陸野ネスト ノンエール ￥800
　HITACHINO NEST NON ALE

ノンアルコール・ビール
NON-ALCOHOL BEER

・カシスティー
￥900

　Cassis tea

・オリジナル
レモンサワー

￥900
Original Lemon Sour

・バタフライピー
レモネード
￥850

ButterflyPea Lemonade

■スパークリングワイン
　Sparkling Wine

　・グラス　Glass             ￥1100
　・ボトル　Bottle            ￥5500

☞ノンアルコール￥800
NON-ALCOHOL

☞ノンアルコール￥750
NON-ALCOHOL

☞ノンアルコール￥800
NON-ALCOHOL

Whisk!

Win"

CocktAil

Beer
ORIGINAL
COCKTAIL

Alcohol Drin# Menu
Alcohol Drin# Menu

表示価格は消費税を含んだ総価格です。また、食物アレルギーをお持ちのお客様は事前スタッフまでお申し付け下さい。

☟
☟
☟



・烏龍茶                                        ￥650
　Oolong Tea

・オレンジジュース                ￥700
　Orange

・グレープフルーツジュース ￥700
　Grapefruit

・アップルジュース                ￥700　
　Apple

・パイナップルジュース       ￥700
　Pineapple

・クランベリージュース      ￥750
　Cranberry

・紅茶 (HOT/ICED)                        ￥700
　Black Tea

・ルイボスティー (HOT/ICED) ￥700
　Rooibos Tea

・季節のフルーツティー (HOT/ICED)  ￥750
　Seasonal Fruit Tea

・ローズヒップピーチティー (HOT)   ￥750
　Rose hip Peach Tea

・カモミールミント (HOT)        ￥750
　Chamomile Mint Tea

・ナイトロアイスコーヒー
　『コールドクレマ』
　Nitro Ice Coffee “COLD CREMA”

　･･･ブラック　Black                ￥750
　･･･ラテ　Latte                           ￥800
　･･･フレーバーラテ  Flavor Latte   ￥850
　（キャラメル /ヘーゼルナッツ /チョコレート）
　　Caramel/Hazelnut/Chocolate

・キウイジュース                    ￥750
　Kiwi

・コーラ                                        ￥700
　Coke

・コカコーラ ゼロ                    ￥700
　Coca Cola Zero

・ジンジャーエール                ￥700
　Ginger Ale

・アップルタイザー                ￥800
　Apple tiser

・レッド・ブル                          ￥800
　Red Bull

・サンペレグリノ                    ￥850
　S.PELLEGRINO

・アクアパンナ                         ￥850
　ACQUA PANNA

・コーヒー (HOT/ICED)        ￥650
　Coffee

・カフェオレ (HOT/ICED)     ￥700
　Cafe au Lait

Soft drin#

Cafe

Wi-Fi Password
[ epluscafe ]
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livingroomcafeanddining

最新情報を随時更新中！
Follow me !


