


オリジナルカクテル

忍びの里のほうじ茶ラテ 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 780

忍者サケグリア 日本酒忍者を使用した、和風サングリア 780

伊賀忍者ハイボール 忍ジャーエールのハイボール 780

甲賀忍者ハイボール 甲賀・コーラのハイボール 780

ビール

アサヒ スーパードライ 生ビール 580

伊賀流忍者麦酒 三重 黒ビール 小瓶 330ml 920

軽井沢ビール 長野 白ビール 小瓶 330ml 920

アサヒ ノンアルコール ドライゼロ 小瓶 330ml 650

ワイン

シャンパーニュ NVクロード・カザル カルト・オール ブラン・ド・ブラン 1500

白ワイン 山梨葡萄酒 甲州 900

本日の赤ワイン 1000～

果実酒

半蔵の梅酒 太田酒造 伊賀 680

山崎蒸留所の梅酒 山梨 680

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 680

柚子／レモン／ キウイ／みかん／洋梨／無花果／苺／べリーべリー／桃／しそ／栗／南瓜



ウイスキー

サンピース 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

ニッカ レアオールド スーパー 北海道・宮城 680

ザ・ニッカ 12年 北海道・宮城 1640

ニッカ 宮城峡 シングルモルト 宮城／仙台 880

ニッカ 余市 シングルモルト 北海道 980

竹鶴 北海道・宮城 980

竹鶴 17年 北海道・宮城 1720

ニッカ カフェ グレーン 宮城 1640

ニッカ カフェ モルト 宮城 1640

ニッカ カフェ モルト 1996 宮城 12500

ニッカ カフェ モルト 1998 宮城 12500

マルス ３＆７ 鹿児島 680

合同酒精 香薫 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 980

サントリー 山崎 京都 980

サントリー 山崎 12年 京都 1980

サントリー 響 山梨・京都 1480

サントリー 響 17年 山梨・京都 2980

マツイ ピュアモルト 倉吉 鳥取 980

マツイ ピュアモルト 倉吉 12年 鳥取 1720



日本酒

忍者 -若戎- 純米 伊賀 glass 800

一合180ml 1200                           

NINJA 特別純米 甲賀 glass 800

一合180ml  1200

伊賀 五右衛門 純米吟醸 伊賀 glass 1000

一合180ml  1500

霧隠才蔵 純米吟醸 伊賀 glass 1000

一合180ml  1500

半蔵 純米大吟醸 伊賀市 glass 1200

一合180ml  1800

焼酎

◆芋焼酎

かたじけない 鹿児島 680

影武者 大分 680

◆麦

吉四六 大分 680

盛若 東京 680

◆米焼酎

只今参上 伊賀 680

天下無敵 大分 680

ジン

六 900 

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



ブランデー

葡萄華 デラウェア 樽熟 大阪 980

白百合醸造 甲州 グラッパ 山梨／甲州 980

安心院ワイナリー HIMIKO 大分／安心院 980 

安心院ワイナリー 台与（とよ） 大分／安心院 980 

都農ワイン ぼじょ 宮崎／都農 980 

岩の原葡萄園 菊水印 ホワイトブランデー 新潟 1480

シャトー・メルシャン マール 桔梗ヶ原 メルロー 2008 長野 1980 

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

ノンアルコール

忍ジャーエール 伊賀 620

ジンジャーエール 辛口 580

甲賀・コーラ 甲賀 620

コカ・コーラ 580

甲賀 健保茶 580

烏龍茶 580

HECATE ライムスパークリング 小瓶275ml 800

りんごジュース 580

オレンジジュース 580

クランベリージュース 600

富士 スパークリングウォーター 小瓶300ml 650



ボトルリスト

日本酒

忍者 純米 若戎酒造 伊賀 4800

忍者 特別純米 瀬古酒造 甲賀 4800

伊賀 五右衛門 純米吟醸 森喜酒造場 伊賀 6000

霧隠才蔵 純米吟醸 伊賀 6000

半蔵 純米大吟醸 大田酒造 伊賀 7200

シャンパーニュ

NV クロード・カザル カルト・オール ブラン・ド・ブラン 9800

NV ヴーヴ・クリコ イエローラベル 13000

NV ルイナール ブリュット ブラン・ド・ブラン 18000

NV ルイナール ロゼ 18000

2009 ルイ・ロデレール クリスタル 40000

スパークリングワイン

おたる ナイヤガラ スパークリング 北海道ワイン/やや甘口 6000

ヴーヴ・デュ・ヴェルネ ブリュット / フランス 6300

ヴーヴ・デュ・ヴェルネ ロゼ / フランス 7500

ソガ ペールエフィス スパークリング〈R〉品種：ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ・ﾌﾞﾗﾝ、ﾊﾞｯｶｽ、ｹﾙﾅｰ 10000

白ワイン

2016 山梨葡萄酒 甲州 大和葡萄酒 産地：山梨 4800

2016 ボーグル・ヴィンヤーズ 品種：シャルドネ 産地：カリフォルニア 5400

2016 フィッシュ・ハウス ハウス・ワイン 品種：ｿｰﾋﾞﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ 産地：ﾜｼﾝﾄﾝ 5800

2015 カンフー・ガール チャールズ・スミス 品種：リースリング 産地：ワシントン 5800

2016 ピノ・グリ ドミニク・エ・ジュリアン・フレイ 産地：アルザス 6300

2015 ピュリニー・モンラッシェ フローラン・ガローデ 産地：ブルゴーニュ 12000

2013 ムルソー ルイ・ラトゥール 産地：ブルゴーニュ 16000

2014 コルトン・シャルルマーニュ ルイ・ラトゥール 産地：ブルゴーニュ 32000



赤ワイン

ステーキ・ハウス ハウス・ワイン 品種：CS､SY､GN 産地：ﾜｼﾝﾄﾝ 5800

藍茜 シャトー・メルシャン 品種：MBA、M 産地：山梨 5800

2015 ブーン・ブーン チャールズ・スミス 品種：ｼﾗｰ 産地：ﾜｼﾝﾄﾝ 6300

2015 ツバキラベル オー・ボン・クリマ 品種：PN 産地：ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 8600

2014 プピーユ 品種：M 産地：ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 9800

2011 ヴァントゥ ザヴィエ・ルイ・ヴィトン 品種：GN、SY、etc 産地：ﾛｰﾇ 11000

2016 ミウラ モントレー・カウンティ 品種：PN 産地：ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 12000

2012 ヌマンシア 品種：ﾃｨﾝﾀ･ﾃﾞ･ﾄﾛ 産地：ｽﾍﾟｲﾝ-ﾄﾛ 13000

2010 シャトー・カマンサック 品種：CS、M 産地：ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 13000

2015 エス ジャンフランコ・フィノ 品種：ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰﾎﾞ 産地：ｲﾀﾘｱ-ﾌﾟｰﾘｱ州 16000

2009 コルトン・グランセイ ルイ・ラトゥール 品種：PN 産地：ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 28000

1990 シャトー・デュクリュ・ボーカイユ 品種：CS､CF､M 産地：ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 40000

2005 ヴォーヌ・ロマネ クロ・ゴワイヨット プリューレ・ロック 産地：ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 50000

2012 オーパス・ワン 品種：CS､CF､M､ﾌﾟﾃｨ･ｳﾞｪﾙﾄﾞ､ﾏﾙﾍﾞｯｸ 産地：ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 60000

ハーフボトル

2015 ブルゴーニュ ピノ・ノワール ルイ・ラトｩール 産地：ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 4000

1999 シャトー・ピュイグロー 品種：M、CF、CS、ﾏﾙﾍﾞｯｸ 産地：ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 6500


