Cafe & Bar

Reve

カフェ & バー・レーヴ

ドリンクメニュー
18:00~2:00
チャージ ¥300

《ビール》
レーヴに来たなら絶対飲んで欲しいオススメのビール二種☆

アンカースチーム（サンフランシスコ）¥720
サミュエルアダムズ（ボストン）¥720
超音波で作ったクリーミーな泡が旨い黒ビール

ギネス（アイルランド）¥720
絞ったライムはそのまま瓶の中へ押し込んでね

コロナ（メキシコ）¥720
アンカー社のシーズンビアも定期的に入荷します

その他の外国ビール ¥720〜
ノンアルコール・ビール ¥620

《ビアカクテル》
ホットソースやセロリシード… スパイス入りがレーヴ流

レッドアイ（トマトジュース）¥720
辛口ジンジャーエールを使用した定番！

シャンディガフ（ジンジャエール）¥720
苦味が利いたビールベースの人気トリオ

ビターオレンジ（オレンジジュース）¥720
ピザのお供に最適！

カンパリ・ビア（カンパリ＋ビール）¥720
ドッグズ・ノーズ（ジン＋ビール）¥720
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迷ったら、とりあえず…、一杯目にどうぞ

《人気No.1》
本場フランス産の飲みやすいライトな飲み口

グラスワイン赤 ¥390
チューハイ好きならコレ！！

レモンサワー ¥390

見た目もキレイで美味しい優しいカクテル

《女性におススメ》
レモン風味が爽やかな赤ワインのハイボール

ルビースプリッツアー ¥390

もう一杯飲みたい時に…

《ひと捻りした飲み物》
グラスの縁をお塩で飾ったスノースタイルが特徴

ソルティドッグ ¥820
マルガリータ ¥820
自家栽培ミントが爽やかな本格ヘミングウェイ・スタイル

モヒート ¥1030
ブラジル産のお酒がベース。刻んだライムを潰しながら

カイピリーニャ ¥1030
ケンタッキーダービー(競馬)のオフィシャルドリンク

ミントジュレップ ¥1030

カルア・ミルク ¥620
カシス・オレンジ ¥720
ファジーネーブル ¥720
スプモーニ ¥720
マドンナ愛飲、セックス・アンド・ザ・シティで注目の

コスモポリタン ¥820
レモネードに浮かぶ赤ワインがオシャレ

アメリカンレモネード ¥720

もうちょっと強いお酒にする？

《クラシックカクテル》
ホワイトレディ ¥720
ギムレット ¥720
ビトウィーン・ザ・シーツ ¥820
ロングアイランド・アイス・ティー ¥930
マティーニ ¥1030

美容にも◎コラーゲン&ヒアルロン酸ゼリー添え

フルーツ・ビューティードリンク ¥620
（バナナ、マンゴー、アップル、パッションフルーツ）
←お好きな味を選んで

みんながよく注文する飲み物

《バーの定番といえば》
どれもでっかいグラス(1.5倍)でゴビゴビ飲めるバーの常連達

ハイボール ¥820
コークハイ ¥820
ジン・トニック ¥820
ラム・バック ¥820

寒い時には、ほっこり心も体も温まる

《ホットカクテル》
本格グリューワイン。冬の定番！クックパッドでレシピ公開中

ホットワイン ¥720
飲みやすいウイスキーのお湯割り

ホットウイスキー ¥780
マシュマロぷかぷかのチョコドリンク

ホットチョコレート ¥720
リッチにFAUCHONの高級紅茶リキュールを使った

ロイヤルミルクティー ¥720
ウイスキーの苦味とクリームのまろやかさを楽しむ

キューバリバー ¥820
テキーラ・サンライズ ¥820
テキーラ・リッキー ¥820
モスコミュール ¥820
スクリュードライバー ¥820
ブルドッグ ¥820
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アイリッシュコーヒー ¥980
英国流ラムのお湯割りです

ホットバタードラム ¥720
欧米ではお馴染みのホリデードリンク

エッグノッグ ¥720
南米流の甘ーい飲み物をイメージして

キューバンコーヒー ¥720
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代表的なスピリッツならこちらから

《ジン》

バラライカ ¥720
ルシアン ¥820

タンカレー、ボンベイ、各種 ¥720〜¥930

カミカゼ ¥720

ジュネバジン等 ¥720〜

ホワイト・ルシアン ¥720

《ジンベースカクテル》
イングリッシュ・ハウンド ¥820
ロンドンベリー ¥820
ブラッディサム（トマトジュース）¥820
シンガポールスリング ¥720
ジン・フィズ ¥720
トム・コリンズ ¥720
ブルームーン ¥720
オレンジブロッサム ¥720
ピンクレディ ¥720
キス・イン・ザ・ダーク ¥720
ブロンクス ¥720
プリンセス・メリー ¥820
ネグローニ ¥820
ミリオン・ダラー ¥1030

アメリカはトウモロコシ、ロシアは小麦ど、
国によって原料が違うって知ってた？

《ウォッカ》
ストリチナヤ、プラウダ、各種 ¥720〜¥1030
（ロシア産、ポーランド産、アメリカ産など）

《ウォッカベースカクテル》
ブラッディマリー（トマトジュース）¥820
ケープコッド（クランベリージュース）¥930
AKコリンズ ¥720
チチ ¥720
シーブリーズ ¥720
セックス・オン・ザ・ビーチ ¥820

ゴッド・マザー ¥820
ガルフ・ストリーム ¥820

ラムは サトウキビを原料とするお酒です

《ラム》
リコベイ、キャプテンモルガン、各種 ¥720〜

《ラムベースカクテル》
ジャマイカンサンセット ¥820
キューバニート（トマトジュース）¥820
ボストンクーラー ¥720
ピナコラーダ ¥720
ブルーハワイ ¥820
ゾンビ ¥820
X.Y.Z. ¥720
ダイキリ ¥720
イスラ・デ・ピノス ¥720

メキシコ産。サボテンが原料ってのは迷信！

《テキーラ》
クエルボ、アハトロ、各種 ¥720〜¥1560
（ブランコ、レポサド・アネホ樽熟成）

《テキーラベースカクテル》
メキシコーラ ¥820
テキーラ・サンストローク ¥820
ブリッサ（マンゴージュース）¥820
ストローハット（トマトジュース）¥820
エルディアブロ ¥820

☆カクテルはこのメニュー以外にも色々、全
部で250種類以上！気軽に聞いてね。
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メキシカンベリー ¥820

ウイスキーに挑戦！ロック、ストレート、水

モッキン・バード ¥720

割り、ハイボール。飲み方も色々

マタドール ¥720
ブレイブ・ブル ¥820
アイスブレーカー¥820

一番おすすめの飲み方はストレートで

《ブランデー》

《スコッチ・ウイスキー》
スコットランドの優秀なシングルモルト・ウイスキーをどうぞ

ザ・グレンリベット12年 ¥930
ザ・グレンリベット18年 ¥1900
マッカラン12年 ¥1900
タリスカー10年 ¥1200

ジャンフィユー・ナポレオン ¥1570

ボウモア12年 ¥1100

アイビスXO等、各種 ¥820〜¥1030

ラブロイグ10年 ¥1370

《ブランデーベースカクテル》
ブランデー・ハイボール ¥820
ホーセズ・ネック（ジンジャエール）¥820
サイドカー ¥720
ピエール・コリンズ ¥720
アレキサンダー ¥820
ダーティ・マザー ¥820
フレンチ・コネクション ¥820
ニコラシカ ¥820

アードベッグ10年 ¥1850
ブレンド・ウイスキー

デュワーズ ¥820
グランツ ¥820
バランタイン12年ブルー ¥820
ブラックボトル ¥820

《アメリカン・ウイスキー》
アメリカ産なら、まずはバーボン！正式な呼び名は『ケンタッ
キー・ストレート・バーボン・ウイスキー』

エヴァンウイリアムズ ¥820
アーリータイムス ¥820

《ウイスキーベースカクテル》
ニューヨーク ¥720
ウイスキーサワー ¥720
ジョン・コリンズ ¥720
マイク・コリンズ ¥720
ジンジャーハイボールの本名は

ウイスキードライ ¥820
マンハッタン ¥820
オールドパル ¥820
ロブロイ ¥820
ゴッドファーザー ¥820

ワイルドターキー8年 ¥820
ブラントン・ブラック ¥1050
I.W.ハーパー12年 ¥1540
フォアローゼス・シングルバレル ¥1340
ジャックダニエルは、バーボンウイスキーじゃなくてテネシー
ウイスキーなんです

ジャックダニエル ¥820

《その他のウイスキー》
ウイスキーの語源はアイルランド語

タラモアデュー12年 ¥1050
カナダ産ウイスキーの代表格

カナディアンクラブ・クラシック12年 ¥820

ラスティーネイル ¥820
強いのが飲みたい時はこれでキマリ

フランシス・アルバータ ¥960
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《リキュールベースカクテル》

■アプリコット

■カシス

アプリコット・サワー ¥720

カシス・オレンジ ¥720

■チョコレート

カシス・ソーダ ¥720

ゴディバ・ミルク ¥720

■コーヒー

■アイリッシュクリーム

カルア・ミルク ¥620

ベイリーズ・ミルク ¥620

■ピーチ

■ヨーグルト

ファジーネーブル ¥720

ヨギ・パイン ¥720

■カンパリ

ヨギ・マンゴー ¥720

カンパリ・オレンジ ¥720

■ココナッツ

カンパリ・ソーダ ¥720

マリブ・ビーチ ¥720

■ライチ

グラスホッパー ¥720

ディタ・グレープ ¥720

■パルフェタ・ムール

ディタ・ ソーダ ¥720

バイオレット・フィズ ¥720

チャイナブルー ¥720

ブルームーン ¥820

■ブルーベリー

■アマレット

ベリーベリー ¥720

ボッチボール ¥720

■ラズベリー

■アドヴォカート

フランボアーズ・ソーダ ¥720

バタフライ ¥720

■パッションフルーツ

スノーボール ¥720

パッソア・グレープ ¥720

■サザン・コンフォート

■マンゴー

ソコ・ソーダ ¥720

マンゴー！マンゴー！ ¥720

■ドランブイ

マンゴー・パイン ¥720

ロック・ドラムス ¥720

■メロン

フォークランド・アイランド・ウォーマー ¥720

メロンボール ¥720

■その他

ミドリ・ミルク ¥620

楊貴妃（桂花陳酒・けいかちんしゅ）¥720

■バナナ

ティーソーダ（フォション）¥720

バナナ・フィズ ¥720

チェリーコーク ¥720

■アップル

グリーンフィールズ（抹茶）¥720

ハニー・アップル ¥720
ダブルアップル ¥720
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☆カクテルはこのメニュー以外にも色々、全
部で250種類以上！気軽に聞いてね。
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本場フランス産辛口ワインをお手頃価格でお

お酒は飲めないけど、バーの雰囲気を楽しみ

楽しみ頂けます！

たいなら！

《ワイン》
モメサン キュベ・サン・ピエール赤

グラスワイン赤 ¥390
ボルドー マルキ・ダルバン白

グラスワイン白 ¥720
ミスター・ポールIGPペイドック（ガスコーニュ）

ボトルワイン 赤 または 白 ¥2160
この他、各種AOPワインを数種ご用意しております。¥4000〜

記念日のお祝いはやっぱり泡モノで乾杯！

《 スパークリング、シャンパン》
スペイン産で カジュアルに！！

モンカドール他、各種スパークリング ¥4000〜
特別な日には☆☆☆本物シャンパーニュ

GHマム、モエ シャンドン等 ¥7000〜

《ノンアルコールカクテル》
飲みながら美しく、コラーゲン&ヒアルロン酸ゼリー添え

フルーツ・ビューティードリンク ¥620
（ピンクグレープフルーツ、パッションフルーツ、ミン
ト、メロン、アーモンド）←お好きな味を選んで
女の子も男の子もみんな大好き定番のノンアル

ドライバー・ カシオレ ¥620
リゾートホテルのプールサイドな気分でどうぞ

ブルーハワイ（クラッシュアイス）¥620
お洒落さナンバーワン！

フリー・ モヒート ¥620
スパイシーで健康的なトマトジュース

ヴァージン・マリー ¥620
イタリア生まれのカクテルをキウイフルーツでアレンジ

キウイ・スプモーニ ¥620
スカッと爽やか『レスカ』と注文してね＾＾

誰でも飲みやすい、アルコール度低め

《ワインを使ったカクテル》
アメリカンレモネード ¥720

レモンスカッシュ ¥620
サーファー気分で潮風を…、でも、何で赤いの？

シーブリーズ ¥620
アイスティーとレモネードのクラシックな掛け合わせ

キール（カシス）¥720
キール・インペリアル（ラズベリー）¥720
キティー（ジンジャエール）¥720
ワインクーラー ¥720
スプリッツアー ¥720
スプリッツ（イタリアン）¥720
ルビースプリッツアー ¥390

アーノルド・パーマー ¥620
1930年代のハリウッド有名子役女優にちなんだカクテル

シャーリー・テンプル ¥620
アメリカ禁酒法時代に誕生したいわく付きの？カクテル

フロリダ ¥620
サンドリヨンとは、フランス語でシンデレラのことね

シンデレラ（サンドリヨン）¥620
ジンジャークッキーが飲み物になった？！

ジンジャーブレッドティー ¥620

ローザロッサ ¥720
ディアブロブラッド ¥720
チンザノ・ハーフ&ハーフ ¥720

※ソフトドリンクは次のページでご紹介して
います。

クロンダイクハイボール ¥720
ベルモット・カシス ¥720

☆カクテルは、このメニュー以外にも色々、
全部で250種類以上！気軽に聞いてね。
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※ノンアルコールカクテルは前のページでご
紹介しています。

《コーヒー・紅茶・その他》
アイス・コーヒー ¥620
アイス・オーレ ¥620
アイス・ティー（レモンまたはミルク）¥620

ホット・コーヒー ¥720
ホット・オーレ ¥720
ホット・ティー（レモンまたはミルク）¥720

マシュマロ・ココア ¥720
キャラメルドリンク（ホットまたはアイス）¥720
ミルク（ホットまたはアイス）¥620

《ジュース》
マンゴージュース ¥620
オレンジジュース ¥620
クランベリージュース ¥620
パイナップルジュース ¥620
グレープフルーツジュース ¥620
トマトジュース ¥620
コカコーラ ¥620
ジンジャエール ¥620

《懐かしのフロート》
コーヒーフロート ¥680
チョコフロート ¥680
クリームソーダ ¥680
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