
おすすめ

忍びの里のほうじ茶ラテ 米焼酎、甲賀ほうじ茶シロップ、ミルク 780

忍者サケグリア 日本酒忍者、リキュール、ジュース 780

ニンジャタートル ver.J 米焼酎、ブルーキュラソー、オレンジジュース 780

忍ジャーハイボール 忍ジャーエール＆ウイスキー 780

伊賀ミュール 忍ジャーエール＆ウォッカ 780

甲賀・コーラハイボール 甲賀・コーラ＆ウイスキー 780

甲賀リバー 甲賀・コーラ＆ラム 780

半蔵の抹茶ハイ 服部半蔵の生まれ故郷伊賀町の最高級抹茶を、米焼酎で割りました 830

忍法みぞれ酒 氷遁の術 180ml 1500

半蔵 忍者ボトル 特別純米 伊賀 300ml 5000

泡

TOKYO隅田川ブルーイング ペールエール 樽生ビール 750

伊賀流忍者麦酒 三重 黒ビール 小瓶 330ml 920

伊賀流忍者麦酒 三重 ペールエール 小瓶 330ml 920

軽井沢ビール 長野 白ビール 小瓶 330ml 920

ブラックニッカ ハイボール 650

ヴーヴ・デュ・ヴェルネ ブリュット フランス 1000

ミモザ 1200

ベリーニ 1200

ワイン

ヴーヴ・デュ・ヴェルネ ブリュット フランス 1000

白ワイン 山梨葡萄酒 甲州 山梨 900

赤ワイン シャトー・メルシャン 藍茜 M&MBA 山梨 1000

ワイン等のボトルリストは別途ございます



日本酒

忍法みぞれ酒 氷遁の術 180ml 1500

下記の日本酒は、冷やまたは熱燗でご提供しております

半蔵 忍者ボトル 特別純米 伊賀 300ml 5000

忍者 -若戎- 純米 伊賀 glass 800

一合180ml 1200

四合720ml 6000

NINJA 特別純米 甲賀 glass 800

一合180ml  1200

四合720ml 6000

伊賀 五右衛門 純米吟醸 伊賀 glass 1000

一合180ml  1500

四合720ml 7300

霧隠才蔵 純米吟醸 伊賀 glass 1000

一合180ml  1500

四合720ml 7500

半蔵 純米大吟醸 伊賀市 glass 1200

一合180ml  1800

四合720ml 8500

焼酎

◆芋焼酎

かたじけない 鹿児島 750

影武者 大分 750

大隅 鹿児島 700

◆麦

盛若 東京 750

◆米焼酎

只今参上 伊賀 700

天下無敵 大分 750

果実酒

半蔵の梅酒 太田酒造 伊賀 650

山崎蒸留所の梅酒 山梨 650

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 各種 650

柚子／みかん／洋梨／苺／べリーべリー／桃



ウイスキー

サントリー 知多 愛知 900

サントリー 白州 山梨 1200

サントリー 白州 12年 山梨 3000

サントリー 山崎 京都 1400

サントリー 山崎 10年 京都 2500

サントリー 山崎 10年 グリーンラベル 京都 2500

サントリー 山崎 12年 京都 3500

サントリー 山崎 18年 京都 5500

サントリー 碧 1500

サントリー 響 ジャパニーズハーモニー 山梨・京都 2000

サントリー 響 ブレンダーズチョイス 山梨・京都 3500

サントリー 響 17年 山梨・京都 3500

ブラックニッカ スペシャル 北海道・宮城 800

ブラックニッカ ディープブレンド 北海道・宮城 1000

ブラックニッカ ディープブレンド エクストラスイート 北海道・宮城 1000

ブラックニッカ ディープブレンド ナイトクルーズ 北海道・宮城 1000

ブラックニッカ リッチブレンド 北海道・宮城 800

ニッカ レアオールド スーパー 北海道・宮城 800

ザ・ニッカ 12年 北海道・宮城 2200

ニッカ 宮城峡 シングルモルト 宮城／仙台 1300

ニッカ 余市 シングルモルト 北海道 1400

ニッカ カフェ グレーン 宮城 2000

ニッカ カフェ モルト 宮城 2000

竹鶴 北海道・宮城 1400

竹鶴 17年 北海道・宮城 2300

ジン

六 900 

季の美 京都 1180



ノンアルコール

忍ジャーエール 伊賀 350ml 650

甲賀・コーラ 甲賀 350ml 650

半蔵の冷やし抹茶 服部半蔵の生まれ故郷伊賀町の最高級抹茶を使用しています 800

甲賀のほうじ茶（アイス又はホット） 日本茶発祥の地 近江の良質なほうじ茶です 580

緑茶（アイス又はホット） 580

珈琲（アイス又はホット） 580

烏龍茶（アイス又はホット） 580

HECATE ライムスパークリング 275ml 800

アサヒ ノンアルコール ドライゼロ 330ml 650

りんごジュース 580

オレンジジュース 580

トニックウォーター 580

クランベリージュース 600

富士 ミネラルウォーター 700ml 700

富士 ミネラルスパークリングウォーター 700ml 700


