
ドリンクメニュー ＊表示の価格は全て税別です＊20時以降はお一人様500円のチャージを頂戴いたしております

オリジナル忍者カクテル

忍びの里のほうじ茶ラテ ¥780
甲賀の特選ほうじ茶で作ったシロップとミルク。伊賀の焼酎割り

忍者サケグリア ¥780
日本酒忍者を使用した、和風サングリア

伊賀忍者ハイボール ¥780
伊賀の忍ジャーエールのハイボール

甲賀忍者ハイボール ¥780
甲賀の甲賀・コーラのハイボール

フローズンサケティーニ 忍法！瞬間凍結みぞれ酒の術

桜／抹茶／みかん／ベリーベリー 各種 ¥980

日本酒

忍法！瞬間凍結みぞれ酒の術

純米酒 京都 180ml ¥880

忍者 特別純米 瀬古酒造 甲賀 ¥800

忍者 純米吟醸 若戎酒造 伊賀 ¥900

忍者Neo 純米吟醸 無濾過 生原酒

百万石 瀬古酒造 甲賀 ¥900

伊賀 五右衛門 純米吟醸 森喜酒造場 ¥900

半蔵 純米大吟醸 大田酒造 伊賀 ¥1000

ビール

アサヒ樽生 スーパードライ ¥580

アサヒ樽生 スーパードライブラック ¥680

アサヒ樽生 ハーフ&ハーフ ¥680

NINJAビール 三重／津 瓶330ml ¥920

軽井沢ビール ヴァイス 軽井沢 瓶330ml ¥920

シャンディ―ガフ ¥680

レッドアイ ¥680

果実酒 ALL ¥680

AJITOの甘くない自家製梅酒

半蔵の梅酒 大田酒造 伊賀

果実そのまま酒 ＊果実味がたっぷりの低アルコールリキュールです

柚子／レモン／ ジャバラ／かんかん

キウイ／みかん／洋梨／無花果／苺

べりーべりー／桃／しそ／栗／南瓜／トマト

シャンパーニュ／スパークリングワイン

NVクロード・カザル ブラン・ド・ブラン ¥1800

フレシネ・コルドン・ネグロ ¥900
品種：パレリャーダ、マカベオ、チャレロ 味わい：辛口 産地：スペイン

白ワイン

ハウスワイン ¥680

山梨葡萄酒 甲州 大和葡萄酒 ¥800
品種：甲州 味わい：バランスの良い辛口 産地：山梨

サント・ネージュ 2015 ¥800
品種：甲州 味わい：やや辛口 産地：山梨

リュリー 2015  ルイ・ラトゥール ¥1500
品種：CH   味わい：しっかりとした辛口 産地：フランス

赤ワイン

ハウスワイン ¥680

ドメーヌ・ド・ヴァルモワシン ピノ・ノワール

ルイ・ラトゥール ¥1200
品種：PN  味わい：中重口 産地：フランス

2011  ザビエ・ルイ・ヴィトン ヴァントゥ ¥2500
品種：GN40、SY40、その他20 味わい：フルーティーな重口 産地：フランス

ウィスキー

ハイボール ¥580

ジンジャー・ハイボール ¥680

サンピース ウィスキー エクストラ ゴールド 三重 ¥680

ブラックニッカ スペシャル 北海道・宮城 ¥680

ブラックニッカ リッチブレンド 北海道・宮城 ¥680

マルス ３＆７ 鹿児島 ¥680

合同酒精 香薫 ¥680

竹鶴 北海道・宮城 ¥680

ニッカ レアオールド スーパー 北海道・宮城 ¥680

キリン オークマスター 樽薫る 静岡／御殿場 ¥780

キリン 富士山麓 樽熟原酒 静岡／御殿場 ¥780

サントリー 知多 愛知 ¥780

サントリー 白州 シングルモルト 山梨 ¥780

ニッカ 余市 シングルモルト 北海道 ¥780

ニッカ 宮城峡 シングルモルト 宮城／仙台 ¥880

マツイ ピュアモルト 倉吉 鳥取 ¥880

サントリー 山崎 京都 ¥980

サントリー 響 山梨・京都 ¥1480

ウォッカ

カフェウォッカ 宮城 ¥880

奥飛騨ウォッカ 岐阜 ¥880

ラム

グレイスラム コルコル 沖縄 ¥820

セブンシーズ 高知 ¥820

焼酎

[米] 只今参上 伊賀 ¥680

[米] 天下無敵 大分 ¥680

[麦] 盛若 東京 ¥680

[芋] かたじけない 鹿児島 ¥680

[芋] 影武者 大分 ¥680

[芋] 赤霧島 宮崎 ¥680

[芋・唐辛子] 薩摩の覇王 RAAA ¥680

ジン

六 ¥880

季の美 京都 ¥880

カフェジン 宮城 ¥880

和 ＧＩＮ 茨城 ¥880

和美人 鹿児島 ¥880

宮下醸造 岡山 ¥1180

季の美 “勢“ 京都 ¥1400

ノンアルコール All ¥580

甲賀 健保茶
薬の里でもある甲賀忍者に伝わる秘伝の薬草茶にウーロン、マテをブレンド

忍ジャーエール 伊賀
ジンジャーエール風ニンジャーエール。しょうがは入っておりません

甲賀・コーラ 甲賀
じつは甲賀は“こうが”ではなく“こうか”と読みます

コアップ ガラナ 北海道

トマトジュース

オレンジジュース

りんごジュース

ジンジャーエール 甘口／辛口

富士ミネラルスパークリングウォーター 山梨300ml


