アイルランドに

ちなんだ

Irish Cocktail
field
オリジ
ナル

カクテル

・ﬁeld アイリッシュ

チューハイ

Cash on Delivery at the
Casher counter.

New!

"field" Shochu Highball … ¥680

・ﬁeld アイリッシュ ハイボール
"field" Irish Highball … ¥680

DX … ¥800

＊ハイボールの定番サントリー角をベースに、アイリッシュミストとレモンで香
り付けしました。DXはベースもアイリッシュウイスキーにこだわ
りいっそうコクが深まります。いずれも、たっぷり1パイントです。

＜アイリッシュ ウイスキー＞や、
クリームのリキュール＜ベイリーズ＞、
ヒースの蜂蜜と十数種類のハーブのリキュール＜アイリッシュミスト＞
など、アイルランド由来のお酒を使ったカクテルを
集めました。
ブレーヴハート Brave Heart … ¥770

＊アイリッシュウイスキーにレモンジュース、木
苺リキュール、ジンジャーエールを加えました。

アイリッシュ コーヒー（ホット）
Irish Coffee … ¥820

＊アイリッシュウイスキーとホットコーヒーを使
ったアイルランドを代表するカクテルです。

アイリッシュ ミスト（ロックorソーダ割り）
Irish Mist (with Ice or Soda) … ¥820

ベイリーズ ミルク Baileys Milk …¥670

ジンジャーミストGinger Mist … ¥820

ベイリーズ アイスコーヒー
Baileys Iced Coffee … ¥720

＊印象深いスパイシーで甘い味わいをそのままお
楽しみください。

＊アイリッシュミストの甘さとジンジャーエール
の辛さが絶妙にブレンドされたカクテルです。

＊甘めでコクのあるミルクの味わいです。

＊印象深い甘い味わいがひきたつクリーム
コーヒーのようなカクテルです。

SOFT DRINK
・ホット コーヒー Coffee … ￥460
・アイス コーヒーIced Coffee… ￥460
・エスプレッソ コーヒー Espresso… ￥460
・カフェ ラッテ ( アイス or ホット )
Caffe Latte (ice / hot) … ￥520
・紅茶（ ミルク or レモン ）
Tea (milk / lemon) … ￥460
・アイスティー（ ミルク or レモン ）
Iced Tea (milk / lemon)… ￥460
・ウーロン茶 Oolong Tea …￥410

ウラ面もご覧ください
See also the other side.

DRINK Menu 1
ビール / ワイ

ン

DRAUGHT BEER [生ビール]

＊誰もが待ってた、ﬁeld式チューハイ！本格芋焼酎
霧島をベースに、アイリッシュミストとレモンで香り
付けしました。
field
オリジ
ナル

ご注文は、
レジカウンターにて
代金と引き替えで
お願いいたします。

・ミルク ( アイス or ホット )
Milk (ice / hot) … ￥410
・オレンジ ジュース Orange Juice …￥520
・トマト ジュース Tomato Juice … ￥520
・グレープフルーツ ジュース
Grapefruit Juice … ￥520
・バナナ ジュース Banana Juice … ￥570
・ジンジャーエール Ginger Ale … ￥410
・コーラ Cola … ￥410

・キリン ラガー KIRIN LAGER … 1pint￥870 3/4pint￥670 3/5pint￥570
・ギネス 生ビール Draught GUINNESS … 1pint￥980 3/4pint￥800 1/2pint￥630
・ギネス + ラガー ハーフ＆ハーフ GUINNESS / KIRIN LAGER half & half
… 1pint￥980 3/4pint￥800 1/2pint￥630

BEER & WINE
・ハイネケン 缶ビール HEINEKEN CAN… ￥680
・コロナビール Corona ……… ￥820
・スミノフアイス SMIRNOFF ICE …… ￥700
ギネス と ハーフ&ハーフ
・グラスワイン 赤/白 California Wine Red / White (glass) …… ￥600
・キリン零ICHI（ノンアルコールビール）KIRIN ZERO ICHI (Alcohol free Beer)
…… ￥600

WHISKY 〜SCOTCH SINGLE MALT
・ラフロイグ10年 Laphroaig 10Y … ¥1,250
・ボウモア12年 Bowmore 12Y … ¥1,050

WHISKY 〜SCOTCH BLENDED
・バランタイン Ballantine's Finest …¥620

WHISKY 〜BOURBON ,E.T.C.
・IWハーパー I.W.Harper … ¥720
・ジャックダニエル Jack Daniel's … ¥820
・ワイルドターキー8年 Wild Turkey 8Y ¥ 890
・カナディアン クラブ Canadian Club ¥ 720
・カミュVSOP Camus VSOP … ¥930

WHISKY 〜JAPANESE
・サントリー角 SUNTORY Kaku … ¥570
・竹鶴 NIKKA Taketsuru … ¥890

消費税込みの価格表示です

WHISKEY 〜IRISH

ウイスキー

・ジェムソン Jameson … ¥620
・ジェムソン ブラックバレル
Jameson Black Barrel … ¥820
・ブッシュミルズ Bushmills … ¥720
・ブラック ブッシュ Black Bush … ¥930
・タラモアデュー Tullamore Dew … ¥720
・カネマラ
Connemara “single malt” … ¥980

ストレート、
ロック、水割り、お湯割り、
ソーダ、トニック、コーラ割り、
レモン、ライム添え等、お好みに応じて
お申し付けください。

With Ice,Soda,Cola,Tonic,
Lemon or Lime,etc.

と カクテル
ツ
ッ
リ
ピ
ス
GIN 〜ジン

Beefeater----------------------------------------------¥!"#
ビーフィーター
Tanqueray----------------------------------------------¥"$#
タンカレー
Gordon's---------------------------------------------------¥"$#
ゴードン
Gin Tonic or Buck--------¥!"#
トニック or ジンジャー割り
Gin & Lime-------------------------------¥!"#
ジン ライム
Martini----------------------------------------------¥""#
マティーニ
Orange Blossom-----------------¥!"#
オレンジ ブロッサム
Singapore Sling-------------------¥"$#
シンガポールスリング
＊ビーフィーターを使用した時の価格＊

カクテル
キュール と

リ

＊ハーブ＆スパイス系＊
Campari----------------------------------------------------¥!"#
カンパリ（多種スパイス）
With Soda or Orange--¥!"#
ソーダ or オレンジ割り
Spumoni-----------------------------------------¥"$#
スプモーニ
Drambuie------------------------------------------------¥!"#
ドランブイ（多種スパイス、ハーブ）
With Ice or Soda----------------¥!"#
ロック or ソーダ割り
Rusty Nail-----------------------------------¥""#
ラスティーネイル
GET 27------------------------------------------------------¥!"#
ジェット27（ペパーミント）
With Soda or Milk----------¥!"#
ソーダ or ミルク割り
Stone's Ginger Wine--------------¥!"#
ストーンズ（ジンジャー）
With Soda or Buck------¥!"#
ソーダ or ジンジャー割り

ご注文は、レジカウンターにて代金と引き替えでお願い
いたします。Cash on Delivery at the Casher counter.

VODKA 〜ウォッカ

Smirnoff---------------------------------------------------¥!"#
スミノフ ウォッカ
Zubrowka-----------------------------------------------¥!"#
ズブロッカ
Moscow Mule------------------------¥"$#
モスコミュール
Bloody Mary---------------------------¥!"#
ブラッディマリー
Kamikaze-------------------------------------¥""#
カミカゼ
Salty Dog--------------------------------------¥""#
ソルティードッグ
Screwdriver-------------------------------¥!"#
スクリュードライバー
＊スミノフウォッカを
使用した時の価格＊

TEQUILA 〜テキーラ
Sauza Gold-------------------------------------------¥"$#
サウザ ゴールド
Sauza Silver----------------------------------------¥"$#
サウザ シルバー
Margarita--------------------------------------¥""#
マルガリータ
Frozen Margarita---------------¥%$#
フローズンマルガリータ
Tequila Sunrise--------------------¥""#
テキーラサンライズ
ロック、水割り、ソーダ、トニ
ック割り、お湯割り、レモン、ライム添え
等、
お好みに応じてお申し付けください。

＊フルーツ系＊
Cointreau-------------------------------------------------¥!"#
コアントロー（オレンジ）
With Ice or Soda or Tonic----¥!"#
ロック or トニック or ソーダ割り
Cherry Heering------------------------------¥!"#
チェリーヒーリング（チェリー）
Cherry Blossom------------------¥""#
チェリーブロッサム
Cherry Fizz--------------------------------¥"$#
チェリーフィズ
SouthernComfort-------------------------¥!"#
サザンカムフォート（柑橘系）
With Soda or Orange--¥!"#
ソーダ or オレンジ割り
Malibu---------------------------------------------------------¥"$#
マリブ（ココナッツ）
With Cola or Orange or Milk----¥"$#
コーラ or オレンジ or ミルク割り

With Ice,Soda,Cola,Tonic,Lemon or
Lime,etc.

Dita-----------------------------------------------------------------¥%$#
ディタ（ライチ）
With Soda or Tonic-------¥%$#
ソーダ or トニック割り
China Blue----------------------------------¥%"#
チャイナ ブルー
Passoa----------------------------------------------------------¥"$#
パッソア（パッションフルーツ）
With Soda or Orange--¥"$#
ソーダ or オレンジ割り
Créme De Pêche----------------------------¥"$#
ペシェ（ピーチ）
Fuzzy Navel-----------------------------¥"$#
ファジーネーブル
Peach Milk----------------------------------¥"$#
ピーチ ミルク
Créme De Cassis---------------------------¥!"#
カシス（黒すぐり）
With Soda or Orange or Milk--¥!"#
ソーダ or オレンジ or ミルク割り
Shirley Temple---------------------------------¥""#
シャーリーテンプル

RUM 〜ラム

Myers------------------------------------------------------------¥!$#
マイヤーズ
Bacardi White----------------------------------¥!$#
バカルディ ホワイト
Ronrico Gold------------------------------------¥"$#
ロンリコ ゴールド
Ronrico 151----------------------------------------¥%$#
ロンリコ 151
Rum Coke or Soda---------¥!$#
コーラor ソーダ割り
Boston Cooler------------------------¥"$#
ボストンクーラー
HotButtered Rum-------------¥""#
ホットバタード ラム
Mojito------------------------------------------------¥""#
モヒート

Créme De Framboise--------------¥!"#
フランボワーズ（ラズベリー）
With Soda or Milk----------¥!"#
ソーダ or ミルク割り

＊ナッツ、ビーンズ＆カーネル系＊
Amaretto Disaronno-----------------¥!"#
アマレット（アンズの種子）
With Soda or Buck------¥!"#
ソーダ or ジンジャー割り
Kahlua Coffee Liqueur--------¥"$#
カルーア（コーヒー豆）
Kahlua & Berry-------------------¥""#
カルア ベリー
Kahlua Milk-----------------------------¥"$#
カルアミルク
Orgasm--------------------------------------------¥%%#
オーガズム

ウラ面もご覧ください
See also the other side.

DRINK Menu 2
Daiquiri-------------------------------------------¥""#
ダイキリ
Frozen Daiquiri-------------------¥%$#
フローズン ダイキリ
＊マイヤーズ、バカルディホワイトを使用し
た時の価格＊

SHOCYU,etc〜焼酎、他

Cinzano DRY-----------------------------------¥!$#
チンザノ ドライ
Cinzano ROSSO--------------------------¥!$#
チンザノ ロッソ
Kirishima Imo-syochu---------¥!$#
いも焼酎 霧島
Japanese Plum Liqueur------¥"$#
自家製 梅酒

＊スペシャリティ系＊
Tropical Yoghurt---------------------¥"$#
ヨーグルト（ヨーグルト）
Yoghurt Milk--------------------------¥"$#
ヨーグルト ミルク
Peach Yoghurt----------------------¥""#
ピーチヨーグルト
Warninks Advocaat------------------¥"$#
アドヴォカート（玉子の黄身）
With Milk or Buck---------¥"$#
ミルク or ジンジャー割り
Vibrato---------------------------------------------¥""#
ビブラート
＊ワイン、ビール系＊
ワイン Wine & ビール Beer
Kir----------------------------------------------------------- ¥"$#
キール
Red Eye-------------------------------------------¥""#
レッドアイ
Shandy Gaff-----------------------------¥""#
シャンディガフ
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