AFFENBAR

BRITISH
PUB

DRINK MENU
（価 は 別です。ＰＬＵＳ ＴＡＸ）

〈

⽣ビール

BEER

ON

TAP

〉

● ⽇の ⽣ビールは 内ボードにてご ください。

Please confirm today's draft beer on the in-store board

〈ボトルビール

BEER BOTTLES

〉

● ⽇のボトルビールは 内ボードにてご ください。

Please confirm today's bottle beeron the in-store board

〈サイダー

〉（シードル）

CIDER

● ⽇のボトルサイダーは 内ボードにてご

Please check today's

ください。

bottle cider on the in-store board

※Use for
/whisky/brandy/spirits/ etc

● 物 ソーダ・トニック・ジンジャエール・コーラ等
Soda/tonic/ginger ale/cola etc
各each 150yen
●ロック⽤アイスice 100yen

〈英国パブ カクテル

〉

BRITISH PUB COCKTAILS

英国カクテルといえばピムスカクテル PIMM’S COCKTAILS
●ピムス & オーガニック レモネード
（PIMM’S & ORGANIC LEMONADE）1290yen
●ピムス & ジンジャーエール
( PIMM’S & GINGER ALE )

1290yen

ビールとレモネードのパブカクテルです。BEER SHAND
●シャンディ
（エール & オーガニックレモネード
ALE & ORGANIC LEMONADE） 1290yen

〈アッフェン フローズンフルーツベリーカクテル〉
AFFEN FROZEN FRUITS BERRY COCKTAILS

●ストロベリーSTRAWBERRY 1280yen
●ミックスベリーMIXED BERRY 1280yen
フローズンカクテルです。

〈アッフェン カクテルズ

AFFEN COCKTAILS

〉

●アッフェン セックス オン ザ ビーチ AFFEN SEX ON THE BEACH
1090yen
（ウォッカ/ピーチリキュール/クランベリージュース/オレンジジュース）
●リレ ブラン アイス LILLET BLANCICE 1090yen
（リレ ブラン/ロックアイス/レモンLILLET BLANC/ICE/LEMoN）
●カイピリーニャ CAIPIRINHA 1190yen
(カシャーサ 51/ライム/シュガー Cachaça/LIME/SUGAR)
●アッフェン サングリア Affen SANGRIA 1290yen
（サングリア & ミックスベリー & ソーダ & ICE/ SANGRIA &
MIXED BERRY & SODA & ICE）
●アイリッシュコーヒー&シナモンスティック,シナモンパウダー
IRISH COFFEE &CINNAMON STICK, POWDER 1390yen

● アイリッシュベイリーズミルク IRISH BAILEYS MILK
●エスプレッソマティーニ

1090yen

ESPRESSO MARTINI 1340yen

〈モクテル

〉

MOCKTAIL

（ノンアルコール カクテル NON-ALCOHOLIC COCKTAIL）
●オーガニックレモネードフィズ
ORGANIC LEMONADE FIZZ 1090yen

〈フェイマス・カクテル

〉

FAMOUS COCKTAILS

各 each 990yen
●ファジーネーブル
FUZZY NAVEL ピーチリキュール&オレンジジュース
●ディタグレープフルーツ DITA GRAPEFRUIT
ライチリキュール&グレープフルーツジュース
● スプモーニ SPUMONI カンパリ&グレープフルーツジュース&トニック
● カシスソーダ CASSIS SODA カシスリキュール&ソーダ
●カシスオレンジ
CASSIS ORANGE
カシスリキュール&オレンジジュース
●カンパリソーダ CAMPARISODA カンパリ&ソーダ
●カンパリオレンジ CAMPARI ORANGE カンパリ&オレンジジュース
●アペロールソーダ APEROL SODA アペロール&ソーダ
●スクリュードライバー SCREW DRAIVER ウォッカ&オレンジジュース
●ソルティードッグ SALTY DOG ウォッカ&グレープフルーツジュース
●アメリカンレモネード AMERICAN LEMONADE
ワイン＆オーガニックレモネード
●ぺルノオレンジ PERNOD ORANGE ペルノ&オレンジジュース
●ミドリジンジャー MIDORI GINGERALE ミドリリキュール&ジンジャーエール
JAPANESE COCKTAIL
LEMON SOUR
SPIRITS &
LEMON&
LEMON HI
SHOCHU &

●レモンサワー
スピリッツ
レモン
ソーダ SODA
●レモンハイ
焼酎
レモン LEMON
各 each 1090yen
●キューバリブレ CUBA LIBRE
ラム&ライム＆コーラ
● ジントニック
GIN&TONIC
ジン＆ライム＆トニック
●ウォッカトニック VODKA&TONIC
ウォッカ＆ライム＆トニック
●モスコミュール

1190yen
MOSCOW MULE

ウォッカ＆ライム＆ジンジャーエール

〈ワイン WINE〉
⽇のワインは 内ボードをご ください。

Please check today's

wine on the in-store board

スパークリング
SPARKLING
●モエ・エ・シャンドン モエ アンぺリアル

(FRANCE)
MOËT & CHANDON MOËT IMPÉRIAL
BOTTLE 9600yen

ボトル
●シャンドン ブリュット (AUSTRALIA)
CHANDON BRUT ボトルBOTTLE
4420yen
●デ・ボルトリ ブリュット (AUSTRALIA)
DE
BORTOLI BRUT
な 立、果 味 かでクリーンな ⼝
ボトル BOTTLE
3930yen
●ブエノス・ディアス

⽩シャルドネ
WHITE
ソーヴィニヨン・ブラン

&
GLASS 890yen
CHARDONNAY SAUVIGNON

(CHILE)

グラス
BUENOS DIAS
BLANC
フレッシュでジューシー、しっかりとした 味で 地良い
ボトル BOTTLE 3480yen
RED

●ブエノス・ディアス カベルネ・ソーヴィニヨン (CHILE)
グラス GLASS 890yen
BUENOS DIAS CABERNET SAUVIGNON
フルボディーのカジュアルチリワイン ボトル BOTTLE 3480yen

〈ハイボール〉WHISKY & SODA

HIGHBALL

●ホワイトホース ハイボール WHITE HORSE & SODA 950yen
● アーリータイムズ ハイボール EARLY TIMES & SODA 950yen
●グレングラント ハイボール GLEN GLANT & SODA 990yen

〈ウイスキー

〉 ｍｌ

WHISKY 30

●ブラック&ホワイト BLACK&WHITE 950yen
●フェイマスグラウス THE FAMOUSE GROUSE 950yen
●バランタイン 12 年 BALLANTINE’S 12Y 950yen
●ジムビーム JIM BEAM 950yen
●ハーパー I.W. HARPER GOLD MEDAL 950yen
●ターキー8 年 WILD TURKEY 8Y 950yen
●ジャック・ダニエルズ JACK DANIEL’S 950yen
●ブッシュミルズ BUSHMILLS 990yen
●クラウンローヤル CROWN ROYAL 950yen
●サントリー⾓ SUNTORY KAKU 950yen
このほかのウイスキ―もございます。

〈シングルモルトスコッチウイスキー〉30ml
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

スペイサイド地

SPEYSIDE

軽く かで、⽢く保たれた 徴があります。

●グレングラント メジャーリザーブ GLEN GLANT THE MEJOR’S RESERVE/
クリーミーでフルーティーな,ほのかにスパイス。 1190yen
●グレンフィディック 12 年 GLENFIDDICH 12Y/⽢くフルーティー・クリーミー 1190yen
●グレンリベット 12 年 GLENLIVET 12Y/ザ・グレンリベット 有のバニラ、はちみつの⽢さを う
でソフトな⾵味 1190yen
● マッカラン 12 年 MACALLAN 12Y / なドライフルーツとシェリー 1390yen
● ベンリアック 12 年 BENRIACH /イチジク、ブラックカラントジャム、アプリコット
バニラが きます。 1190yen
● クラガンモア 12 年 CRAGGANMORE12Y/ハチミツ,果物,栗,クルミ,アーモンド,
ベリー。 1190yen
● グレンファークラス 12 年 GLENFARCLAS12Y/クルミのケーキ,オロロソシェリー,
トフィーアップルとスモークの⾹り 1190yen

ハイランド地 HIGHLAND
スコットランド ⼤のウイスキー地域は、 岸 、湿 、 の え間なく する
⾵ にふさわしい、 かで のあるものから⾹り かな まで、⽬を⾒ るような
スタイルの配列を っています。
●オーバン 14 年 OBAN 14Y/滑らかな⽢さを持つ柑 , 草の匂い,シリアル, モルトが
常に です。 1190yen
●グレンドロナック 12 年 GLENDRONACH12Y/ くのスパイスがあります,バニラの なバ
ター,焼きたてのビスケットにアーモンドとプラム。 1190yen
● エドラダワー10 年 EDRADOUR10Y/スパイス,フルーツケーキ,フローラルのような⼀種独
な味があります 1190yen
● ダルウィニー15 年 DALWHINNIE15Y /へザー（ヒースの ）ハチミツそしてデリケートな
スパイスといったスムースかつソフト,クリーミーな味わいです 1190yen
● グレンモーレンジイ 10 年 GLENMORANGIE10Y / 鮮でバランスの れたバニラ, 常に
クリーミー,ティラミス,トフィー。 1190yen
● クライヌリッシュ 14 年 CLYNELISH14Y /オレンジ,柔らかい 味。ミックスフルーツ,
バニラ。1190yen

ローランド地 LOWLAND
ライトで草の いローランドモルトスタイル

● グレンキンチー12 年

デザートワイン、リンゴの⽪,蜂 が ざった
常にフルーティーな味わい。 1190yen

GLENKINCHIE12Y /

アイラ 地

ISLAY

典型的なスモーキーで泥 のスタイルのシングルモルトウイスキーの君主です。

● アードベッグ 10 年 ARDBEG 10Y /
⽢いバニラとレモンとライムのバランスが
とれていて、 カラメルとビーチの き の煙。
1190yen
● ラガヴーリン 16 年 LAGAVULIN16Y / 常に く かです。フルーティーな⽢さだけで
なく、 晴らしい
⽢さを持つモルトとシェリー味、⼤きくて ⼒な泥 とオーク。
1390yen
● ラフロイグ 10 年 LAPHROAIG10Y /バニラアイスクリーム, 処 ボックスと
藻主 。カルダモン,黒コショウ,チリのスパイスの盛り上がりが発⽣します
1190yen
● ボウモア 12 年 BOWMORE 12Y / スモーキーで い。 のスプレー, いた草,柑 。
1190yen
●カリラ 12 年CAOL ILA12Y / 良いボディ、油性、タール、エレガントな煙。
1190yen
● ブナハ‐ブン 12 年 BUNNAHABHAIN 12Y / 柔らかく,しなやか。シェリー,ナッツ。
し⽢さ、モルティ 1190yen
● キルホーマン マキヤーベイ KILCHOMAN MACHIR BAY /トロピカルフルーツと
ドライレーズンがたっぷりと がり⾵味が がります。煙が漂っています。
1190yen

キャンベルタウン地 CAMPBELTOWN
キャンベルタウンはかつて 34 か 上の 留酒 の 栄したモルト
ウイスキー地域でした。

● スプリングバンク 10 年 SPRINGBANK10Y /⻨ ,ぴりっとした 気,シナモン,ナツメグ,
バニラエッセンス、オーク材。 1190yen
●ロングロウ LONGROW /軽くて⽢く、ブドウとルバーブの⾹りがあり、
⼤きな煙が きます。 1190yen
●ヘーゼルバーン 10 年 HAZELBURN10Y /バニラとハニーフレーバーの しく か⽢草が
爽やかな味わいで きます。 1190yen

アイランズ地

ISLANDS

アラン 、マル 、ジュラ 、スカイ 、ルイス 、オークニー には、
軽い柑 から 的な泥 の煙まで、さまざまなスタイルが 在しています。
●タリスカー10 年 TALISKER 10Y / 黒コショウでパチパチと を立てる泥 の であり、
と いた⼤⻨のタッチがあります。果樹 の果物, で しいバランスを提供します。
1190yen
● アイル オブ ジュラ 10 年 ISLE OF JURA 10Y/ は油っぽくて にスパイシー
で、
⼟っぽいバニラとチョコレートで覆われたレーズンができます。
1190yen
●ハイランドパーク 12 年 HIGHLAND PARK 12Y/グリルしたオレンジ,トーストと
ジャスミン り 茶,⽢さを じる。 1190yen
●アラン 10 年 ARRAN10Y /かなりのミルティ,ビスケット、 いて の果 とリンゴの⽪。
1190yen

このほかTHE

※

WHISKY

HOOP

ボトル、他ボトラーズなどもございます。

〈ブレンドスコッチウイスキー〉30ｍｌ
BLENDED SCOTCH WHISKY このほかのウイスキ―もございます。

● オールドパー12 年 OLD PARR 12Y /ブラッドオレンジや金柑のすっきりした⽢さと、
ほのかな蜂 の⾹り。柔らかな⾆ りの先に、暖かみのある が きます。
1290yen
●バランタイン 17 年 BALLANTINE'S 17Y/クリーミーで蜂 のような⽢ さの中にも、
オーク とピート⾹のスモーキーさも じられる で⼒ い味わい。
1500yen
● ジョニーウォーカーブルー JOHNNIE WALKER BLUE /⼀万 に⼀ といわれる希 な 酒
のみを⽤いた のブレンド。この上なく で⼒ く、 かにスモーキーな味わい、 く
地よく く が 徴です。
3000yen
● ロイヤルハウスホールド ROYAL HOUSEHOLD/ 45 種 にも ぶ 酒が り成す、
な味わいダルウィニーをキーモルトとして使⽤し、どれもが希 価 の い 別に り
すぐられた 酒を使⽤。その味わいは で、気品漂う⾵ に れており、 ⼀ ⼆のスコッチ
として 成されています。
4000yen

〈ブランデー
●ヘネシーVS

HENNESSY VS 990yen

〈スピリッツ
英国ジン

〉

BRANDY 30ml

〉

SPIRITS 30ml

BRITISH GIN 30ml

●タンカレー （TANQUERAY） 品 なボタニカル（⾹味 物）を使⽤し
洗 された味わいが です。 950yen
●ビーフィーター（BEEFEATER) ９ 種 の草 ⽊⽪（ボタニカル）を使⽤し
に柑 の⾹りが いです。 900yen
●ボンベイ・サファイア（BOMBAYSAPPHIRE) 10 種 のボタニカルを使⽤し
ボタニカルの でスムースな味わいが 徴です。 950yen
●ゴードン (GORDON'S ) 品 で独 のジュニパーフレーバーが 徴です。950yen
●プリマス（PLYMOUTH）滑らかでクリーミー、フルボディ、ほのかな⽢みが
徴です。 950yen
● スター・オブ・ボンベイ（STAR OF BOMBAY）12 種 のボタニカルを使⽤し、
常の1.5 の時間で 留してます。990yen
●タンカレーナンバーテン(TANQUERAY NO.TEN)フレッシュな⽣のフルーツや⼿ み
のボタニカル等の された 材を使⽤してます 960yen
● ザ・ボタニスト（THE BOTANIST）31 種 のボタニカルを使⽤しシトラスの
フレッシュさがあおるようにみらいを刺 します 990yen
● NO.3 ロンドンドライジン （NO.3 LONDON DRY GIN）ジュニパー、柑 、
スパイスの爽やかなバランスが 徴です 1030yen
●ヘンドリックス （HENDRICK’S）シルキーでスムースな み 地に えてハーブや
の⾹りのまろやかな⽢さが 徴です。 990yen

ラム
RUM 30ｍｌ
●ロンリコ

RONRICO 890yen
CAPTAIN MORGAN SPICEDRUM
890yen
CAPTAIN MORGAN DARK RUM 890yen
3Y
HAVANA CLUB 3Y 890yen
7Y
HAVANA CLUB 7Y 950yen
23
RON ZACAPA 23 990yen

● キャプテンモルガンスパイスラム
● キャプテンモルガンダークラム
●ハバナクラブ
● ハバナクラブ
●ロンサカパ

ウォッカ

VODKA 30ml

テキーラ

TEQUILA 30ml

●アブソリュート

●クエルボ
● 正

〈⽇ 酒

Absolute

890yen

CUERVO 890yen

〉

JAPANESE SAKE

⽶酒（14％）180ｍｌ

BOTTLE 990yen
FUKUMASAMUNE JYUNMAISHU ISHKAWA

（

）

ての りが⽶と のみで酒をかもす かなうまみが がります。

● 前酒

⽶酒（14〜15％）180ｍｌ BOTTLE 990yen
GOZENSHU JYUNMAISHU （OKAYAMA）
⼝で地元 の ⽶を使⽤してます。
● まるごと⽩川にごり酒
（12.7％）180ｍｌ BOTTLE
990yen
SHIRAKAWA UNREFINED SAKE HONJOZO （GIFU）
な⽶の⽢みがやさしく軽く味わえるにごり酒です。

〈ノンアルコールビール
●ドライゼロ ⼩

〈ソフトドリンク

NON-ALCOHOLIC BEER

（ ｍｌ ）

DRY ZERO 334

〉

590yen

NON-ALCOHOLIC DRINK

〉

●コーヒー COFFEE 490yen
●オーガニックレモネード ORGANIC LEMONADE 690yen
●クランベリージュース CRANBERRY JUICE 690yen
● コカ・コーラ COCA COLA 690yen
● ⼝ジンジャーエール GINGER ALE 690yen
●トニック TONIC 690yen
●ソーダ SODA 490yen
●ウーロン茶 OOLONG TEA 490yen
●ボルビック VOLVIC WATER 300yen

〈英国 茶 BRITISH TEA (PG Tips)〉
各 each ∕790
ブラックティー
BLACK TEA
●イングリッシュ ブレックファスト

ENGLISH BREAKFAST

フルボディ 的な 茶. ミルクと たちの 別なブレンドは、
⼀⽇を めるための な 茶です。⾵味や⾹りが くコクのある 茶で、
ミルクや と うようにブレンドされたものです。 茶の はかなり いめで
と めの渋味がテイストの 徴。アッサム茶、セイロン茶、ケニア茶など
ブレンド。 い 。
●アッサム ASSAM
この爽快なブレンドは、 烈なフルボディのフレーバーとスムースな
ミルクティーの⽢さを兼ね えています。 いトーストの⾹り。インド北東
アッサム 、滑らかでモルティな⽢さと 烈にフルボディの味わいを兼ね えて
います。 いトースト⾹。タンニンが い。

ディカフェ
●ディカフェ

DECAF

DECAF

英国で 気 い 茶、ディカフェです。
カフェインの 量を 0.2％ 下までに えてある 茶です。 い⽬の 茶です。

フレーバード
●アールグレイ

FLAVORED

EARL GREY

この軽い⾵味 かなブレンドは古典的な味とベルガモットのシトラスを えて
軽く な⾹りを えています。 茶葉に柑 （ベルガモット）で⾹りを付けた
フレーバードティーです。中国/セイロン など、 いオレンジ 、柑
（ベルガモット）の落ち いた⾹り。

フルーツ＆ハーブ
● カモミール

FRUIT & HERBAL

をリラックスさせる 果、
カフェインフリー。
● ペパーミント PEPPERMINT / くて い⾹りとスッとする爽快な味、
カフェインフリー。
● ジューシーレッドベリー JUICY RED BERRIES / イチゴとラズベリーの味の
なブレンド、カフェインフリー。
● レモン&ジンジャー LEMON & GINGER / 柑 とスパイシーな味、
カフェインフリー。
● ミント＆リコリス MINT & LIQUORICE / ミントとリコリスの
フレーバー、⾹ばしいミントの⾹り、シナモン、エキゾチックなカンゾウ、
なオレンジを使ったエキゾチック。カフェインフリー。
● アップル&クランベリー APPLE & CRANBERRY / フルーティーな味、
シャープなクランベリーとリンゴの⾹り、 カフェインフリー。
● ブラックカラント BLACKCURRANT / ⽢くてスパイシーで っぱい⾹りの
なバランスです。 林のフルーツ。カフェインフリー。
● クールシトラス COOL CITRUS / オレンジ、レモン、
グレープフルーツのブレンド。カフェインフリー。
● ハニー&レモン HONEY & LEMON / 蜂 とレモンバーム 、
CAMOMILE /

カフェインフリー。

● 梨とカラメル PEAR & CARAMEL / 暖かいカラメル梨の茶の⾵味、
カフェインフリー。
● アップル&シナモン

リンゴとシナモンティーで暖かく、
カフェインフリー。

APPLE & CINNAMON /

