
 
All prices include 13% service charge and 10% consumption tax. 

表記料金には 13%サービスチャージと 10％の消費税が含まれております 

ジャパニーズ スピリッツ 

オリジナル カクテル 
 

伏美        1,700 

季の美 京都ジン、 エルダーフラワーリキュール、 

フィバーツリー・トニックウォーター、 ライム、 ミント葉、 スライスレモン 

     

羽美        1,650 

季の美 京都ジン、 エルダーフラワーリキュール、 

グレナデンシロップ 

 

季の TEA マティーニ      1,500 

季の TEA、ノイリープラット、抹茶パウダー 

 

季の勢 ネグローニ      1,500 

季の勢、カルパノ アンティカ フォーミュラ、カンパリ 

 

季の美 トム コリンズ      1,750 

季の美 オールド トム ジン、 レモンジュース、カリブシロップ、 

ソーダウォーター     

 

季の糖島 カイピリーニャ      1,700 

季の糖島、ライムジュース、カリブシロップ、 

ブラウンシュガー 

 

エディション G ブロンクス     1,900 

季の美 エディション G、ノイリープラット、 

カルパノ アンティカ フォーミュラ、オレンジジュース 

 

カフェ ジン ヴェスパー      1,700 

カフェ ジン、カフェ ウォッカ、ノイリープラット 

 

六 ジン ギムレット      1,700 

六ジン、サクラシロップ、レモンジュース、 

カリブシロップ 



 
All prices include 13% service charge and 10% consumption tax. 

表記料金には 13%サービスチャージと 10％の消費税が含まれております 

 

紅櫻 ジン スプリッツァー     2,000 

紅櫻 クラフト ジン、シャンパーニュ、 

フィバーツリー・エルダーフラワートニックウォーター 

 

ナイン リーヴス カイピリーニャ     1,700 

ナイン リーヴス、 フレッシュライムジュース、 カリブシロップ、 

ブラウンシュガー 

 

ルリカケス モヒート      1,500 

ルリカケス 40、 フレッシュライムジュース、 カリブシロップ、 

ブラウンシュガー、スペアミント、 ダイスライム 

 

ルリカケス ダイキリ      1,500 

ルリカケス 50 神酒、フレッシュライムジュース、カリブシロップ 

 

 

ハイアットリージェンシー京都 

自家製梅酒カクテル 
 

ジン梅酒 ＆ トニック      1,150 

ジン梅酒、フィバーツリー トニックウォーター 

 

ジン梅酒 ネグローニ      1,400 

ジン梅酒、カンパリ、カルパノ アンティカフォーミュラ 

 

ジン梅酒 モヒート      1,400 

ジン梅酒、フレッシュ ライムジュース、ブラウンシュガー、 

カリブシロップ、ミントの葉 

 

梅酒 コスモポリタン      1,400 

焼酎梅酒、コアントロー、フレッシュライムジュース、 

クランベリージュース 

 

梅酒 フィズ       1,400 



 
All prices include 13% service charge and 10% consumption tax. 

表記料金には 13%サービスチャージと 10％の消費税が含まれております 

焼酎梅酒、フレッシュレモンジュース、カリブシロップ、 

ソーダウォーター 

 

ウイスキー梅酒 マンハッタン     1,400 

ウイスキー梅酒、カルパノ アンティカフォーミュラ、 

アンゴスチュラビターズ 

 

ウイスキー梅酒 オールドファッション    1,400 

ウイスキー梅酒、角砂糖、アンゴスチュラビターズ 

 

自家製梅酒 

60ml 

日本産ジン漬け梅酒      900 

 

日本産ウイスキー漬け梅酒     900 

 

焼酎漬け梅酒       900 

 

 

カクテル 
 

ジン 

ジン トニック       1,000 

 

マティーニ       1,150 

 

ネグローニ       1,150 

 

ウォッカ 

ウォッカ トニック       1,000 

 

ケープコッダー       1,000 

 

コスモポリタン       1,150 

 

アップルマティーニ      1,150 



 
All prices include 13% service charge and 10% consumption tax. 

表記料金には 13%サービスチャージと 10％の消費税が含まれております 

 

ラム 

ソルクバーノ       1,000 

 

カイピリ－ニャ       1,000 

 

ピニャ コラーダ       1,150 

 

モヒート        1,150 

 

テキーラ 

マルガリータ       1,150 

 

マタドール       1,150 

 

テキーラサンライズ      1,000 

 

ブランデー 

サイドカー       1,300 

 

スティンガー       1,300 

 

フレンチコネクション      1,300 

 

ウィスキー 

ウィスキーマック       1,000 

 

マンハッタン       1,150 

 

ラスティーネイル       1,000 

 

リキュール 

グラスホッパー       1,150 

 

チャーリーチャップリン      1,150 

 

スノーボール       1,000 



 
All prices include 13% service charge and 10% consumption tax. 

表記料金には 13%サービスチャージと 10％の消費税が含まれております 

 

ヴァレンシア       1,150 

 

ノンアルコールカクテル 

シャーリーテンプル      900 

 

サラトガクーラー       900 

 

 

シーズナル ワイン セレクション 
 

シャンパーニュ 

 

ルイ ロデレール ブリュット プルミエ  グラス 150ml 2,400 

ピノ ノワール、シャルドネ、ピノ ムニエ  ボトル 750ml 12,000 

ルイ ロデレール 

シャンパーニュ、 フランス 

 

スパークリングワイン 

 

日本 の あわ     グラス 150ml 1,200 

甲州＆シャルドネ    ボトル 720ml 6,000 

メルシャン、 山梨、 日本 

 

白ワイン 

 

シャトー メルシャン    グラス 150ml 1,000 

甲州      デカンタ 375ml 2,500 

メルシャン、 山梨、 日本   ボトル 750ml 5,000 

 

マトゥア      グラス 150ml 1,200 

ソーヴィニヨン ブラン    デカンタ 375ml 2,800 

マトゥア、 マールボロ、 ニュージーランド  ボトル 750ml 6,000 

 

シャブリ      グラス 150ml 1,500 

シャルドネ     デカンタ 375ml 3,700 



 
All prices include 13% service charge and 10% consumption tax. 

表記料金には 13%サービスチャージと 10％の消費税が含まれております 

ドメーヌ ヴリニョ    ボトル 750ml 7,000 

ブルゴーニュ、 フランス 

 

赤ワイン 

 

山梨 マスカット ベーリーＡ   グラス 150ml 1,000 

メルシャン、 山梨、 日本   デカンタ 375ml 2,500 

      ボトル 750ml 6,000 

 

ボーン トゥ ラン    グラス 150ml 1,200 

カベルネソーヴィニヨン    デカンタ 375ml 2,800 

ビーラー ファミリー、カリフォルニア、アメリカ ボトル 750ml 6,000 

 

     

ブルゴーニュ     グラス 150ml 1,500 

ピノノワール     デカンタ 375ml 3,700 

ドメーヌ ロブレ モノ    ボトル 750ml 7,000 

ブルゴーニュ、 フランス 

 

 

ウイスキー セレクション 
 

30ml 

マッカラン 12Y       1,200 

 

グレンリベット 18Y      1,500 

 

ボウモア 18Y       1,400 

 

ジョニーウォーカー ブラックラベル    750 

 

シーバス リーガル 18Y      1,400 

 

バランタイン 17Y      1,400 

 

メーカーズマーク レッドトップ     750 



 
All prices include 13% service charge and 10% consumption tax. 

表記料金には 13%サービスチャージと 10％の消費税が含まれております 

 

ブラントン       1,000 

 

I.W. ハーパー 12Y      1,200 

 

ワイルドターキー 13Y      1,400 

 

竹鶴 17Y       1,700 

 

竹鶴 21Y       2,300 

 

白州 NV       1,300 

 

白州 18Y       4,500 

 

山崎 12Y       1,500 

 

山崎 18Y       4,500 

 

響 ブレンダーズ チョイス     1,400 

 

響 21Y        4,000 

 

 

ビール 
 

生ビール 

 

サッポロ ザ パーフェクト エビス    400ml 1,000 

 

国産ビール 

 

アサヒ スーパードライ     334ml 900 

 

キリン ラガー      334ml 900 

 



 
All prices include 13% service charge and 10% consumption tax. 

表記料金には 13%サービスチャージと 10％の消費税が含まれております 

サッポロ 黒ラベル     334ml 900 

 

ノンアルコールビール     334ml 850 

 

外国産ビール 

 

ハイネケン      330ml 950 

 

ギネス スタウト      330ml 1,100 

 

 

ソフトドリンク 
 

フレッシュオレンジジュース     1,100 

 

フレッシュグレープフルーツジュース    1,100 

 

コカ コーラ       650 

 

セブンアップ       650 

 

ジンジャー エール      650 

 

ウーロン茶       650 

 

緑茶        650 

 

スティル ミネラル ウォーター 

 

アクア パンナ      500ml 950 

 

アクア パンナ      1,000ml 1,300 

 

富士 ミネラルウォーター     360ml 850 

 

富士 ミネラルウォーター     780ml 1,200 



 
All prices include 13% service charge and 10% consumption tax. 

表記料金には 13%サービスチャージと 10％の消費税が含まれております 

 

スパークリング ミネラル ウォーター 

 

サン ペレグリノ      500ml 1,000 

 

サン ペレグリノ      1,000ml 1,300 

 

富士 プレミアム スパークリングウォーター  300ml 850 

 

富士 プレミアム スパークリングウォーター  700ml 1,200 

 

 

コーヒー 

 

コーヒー        650 

 

エスプレッソ       650 

 

カプチーノ       650 

 

カフェオレ       650 

 

マキアート       650 

 

 

紅茶 

 

アールグレイ       650 

 

ダージリン       650 

 

 

ハーブティー 

 

ミント        650 

 

カモミール       650 


