
PARTY DRINK
・パラダイス  

　（＋アプリコット＋オレンジ） 

・ブルドックハイボール 
　（＋オレンジ＋ジンジャー） 

・ジントニック 

　（＋トニックウォーター） 

・ジンバック 

　（＋ジンジャー） 

・パークアベニュー 

　（＋ベルモット＋パイン） 

 ・カシスウーロン 

 ・カシスオレンジ 

 ・カシスグレープフルーツ 

 ・カシスソーダ 

 ・カシスベリー 

  ・ウーピー 

  ・ピーチグレープフルーツ 

  ・ピーチパイン 

  ・ピーチモーニ 

  ・ファジーネーブル 
 

  ・チャイナキッス 

  ・ライチオレンジ 

  ・ライチグレープフルーツ 

  ・ライチベリー 

  ・ライチモーニ 
 

  ・アップルウーロン 

  ・アップルカルピス 

  ・アップルバック 

  ・アップルベリー 

  ・ダブルアップル 

 ・パッソアグレープフルーツ 

 ・パッソアココパイン 

 ・パッソアジンジャー 

 ・パッソアトニック 

 ・パッソアベリー 

 ・カンパリオレンジ 

 ・カンパリカルピス 

 ・カンパリソーダ 

 ・スプモーニ 

 ・カントリー 
 

カシスベース 

ピーチベース 

ライチベース 

アップルベース 

パッソアベース 

ジンベース 

ラムベース 

ウォッカベース 

テキーラベース 

ワインベース 

ビールベース 

他 カクテル 

 ・ハイボール 

 ・バーボンコーク  

 ・ジンジャーハイボール  

 ・アプリコットオレンジ

 ・アプリコットジンジャー

 ・巨峰 カルピス
 ・巨峰 トニック  
 ・クランベリー パイン  
 ・クランベリー ソーダ  
 ・サザン オレンジ
 ・サザン ジンジャー
 ・サザン トニック
 ・シトロン レモネード
 ・シトロン モーニ
 ・照葉樹林
 ・針葉樹林
 ・ストロベリーソーダ
 ・ダージリン ウーロン
 ・ダージリン ジンジャー  
 ・ダージリン ベリー
 ・バイオレット キス
 ・バイオレット ソーダ
 ・ブルーベリーモーニ
 ・ベイリーズウーロン
 ・ベルモットオレンジ
 ・ベルモットカシスソーダ
 ・マリブ オレンジ
 ・マリブ コーク
 ・メロン オレンジ
 ・メロン ソーダ
 ・ヨーグルト オレンジ
 ・ヨーグルト トニック  
 ・ヨーグルト アップル

 ・カシスミルク

 ・カルーアミルク

 ・巨峰ミルク

 ・クランベリーミルク

 ・ココナッツミルク 

 ・ストロベリーミルク

 ・ダージリンミルク

 ・チョコレートミルク

 ・ベイリーズミルク

 ・抹茶ミルク 

 ・メロンミルク

 ・ヨーグルトミルク

 ・ラズベリーミルク

ミルク系 

定 番 系 

 ・サッポロ黒ラベル(グラス) 
 ・サッポロ黒ラベル(中瓶）
 ・赤ワイン
 ・白ワイン 
 ・日本酒  
 

 ＊鏡月　＊泡盛　＊梅酒 

 ＊麦焼酎　＊芋焼酎 

 ＊杏露酒(しんるちゅう)  

 ＊バーボン　＊スコッチ 

 ＊チンザノロッソ

 ＊チンザノドライ

 

ロック・水割り・ソーダ割り・他 

・アップルジュース

・オレンジジュース  

・トマトジュース  

・ブドウジュース

・グレープフルーツジュース

・パインジュース  

・ジンジャーエール  

・コカコーラ 

・カルピス 

・ウーロン茶  ・緑茶  

 ・アップルジンジャー 
  (アップル＋ジンジャー) 

 ・アトミックキャット 
  (オレンジ＋トニック) 

 ・いざよい 
  (グレープフルーツ＋トニック) 

 ・インコラプティブル 
  (グレープフルーツ＋オレンジ＋トニック) 

 ・オレンジフラワークーラー 
  (オレンジ＋トニック＋グレナデン) 

 ・グレナデンソーダ 
  (グレナデン＋ソーダ) 

 ・サラトガクーラー 
  (ジンジャー＋ライム) 

 ・ジンジャーベリー 
  (クランベリー＋ジンジャー) 

 ・シンデレラ 
  (オレンジ＋パイン＋レモン) 

 ・テールフェザース 
  (オレンジ＋ジンジャー) 

 ・バージンビーチ 
  (パイン＋クランベリー) 

 ・バージンブリーズ 
  (グレープフルーツ＋クランベリー) 

 ・バージンメアリ 
  (トマト＋レモン) 

 ・ピースコーク 
  (カルピス＋コーラ) 

 ・ビーチブランケットビンゴ 
   (ベリー＋グレープフルーツ＋ソーダ) 

 ・ブラックタン 
  (ミルク＋コーラ ) 

 ・モーニングカクテル 
  (トマト＋グレープフルーツ) 

 ・モムコリンズ 
  (レモン＋ソーダ) 

 ・ライムエード 
  (ライム＋ミネラルウォーター) 

 ・レッドアンドイエロー 
   (グレープ＋グレープフルーツ) 

 ・ダミーデイジー 
  (ラズベリー＋ライム＋ガムシロ) 

 

 ・カルピスサワー

 ・マンゴーサワー

 ・ストロベリーサワー

 ・パイナップルサワー　

 ・ブルーハワイサワー

サワー各種をノンアルコールにできます フルーティー  サワー 

ノンアルコール 

ソフトドリンク 

・ザクロサワー

・ピーチサワー

・ラズベリーサワー

・ブルーベリーサワー

・ブラッドオレンジサワー

・レモンサワー

・洋なしサワー

・ローズサワー

・パッションフルーツサワー

・ピンクグレープフルーツサワー

・ライムサワー
・チェリーサワー
・ハイビスカスサワー

カンパリベース 

・ストローハット  
　（＋トマト） 

・TNT 
　（＋トニックウォーター） 

・テキーラサンストローク 
　（＋コアントロー＋グレープフルーツ） 

・メキシコーラ 
　（＋コーラ） 

・マタドール 
　（＋パイン＋ライム） 

・カリブ  
　（＋パイン＋レモン） 

・キューバリバー 

　（＋コーラ） 

・モンキーレンチ 
　（＋グレープフルーツ） 

・ラムバック 

　（＋ジンジャー） 

・キューバンスクリュー 

   （＋オレンジ） 

・アップルプラン  

   （＋アップル）　WHITE 

・カーディナル 

　（＋カシス）　RED 

・キール 

　（＋カシス）　WHITE 

・キティ 

　（＋ジンジャー）　RED 

・ベリープラン 

　（＋ラズベリー）　WHITE 

 ・スクリュードライバー 
　（＋オレンジ） 

 ・ブラッディメアリー 
   （＋トマト） 

 ・ブルドック 
　（＋グレープフルーツ） 

 ・モスコミュール 
　（＋ライム＋ジンジャー） 

 ・マシェット 
　（＋パイン＋ソーダ） 

・シャンディガフ  

   （＋ジンジャー） 

・パナシェ 

   （＋ソーダ） 

・ビアスプリッツァー 

   （＋白ワイン） 

・レッドアイ 

　（＋トマト） 

・カンパリビア 

　（＋カンパリ） 



グラス交換！  ビン交換！ 

当店では一気飲み、大声でのコール等は 

禁止とさせていただきます。 

グラスものは...  瓶ビールは... 

瓶ビールにつきましては、半分以上残されていた場合、  
一本につき800円の追加料金をいただきます。  

ご注文の際は空いたグラスと交換とさせていただきます。  
 

TRASH飲み放題ルール 
 

※ドリンクの注文は飲み放題時間終了の15分前までといたします※ 

ラストオーダーは 
お二人で1本になります 

ラストオーダーは 
人数を超える数の注文はできません


