
Standard Cocktail

◆ マティーニ
Classic　Martini　(King of the Cocktail)

　　　　.................................... ￥1,330

◆ ギムレット
Gimlet　(Raymond Chandler's Novel　The Long Goodbye)

................................................ ￥1,330

◆ クラフト ジントニック
Craft Gin and Tonic Water　(Your own original gin tonic)

      　　　............................ ￥1,580

◆ シティーコーラル　　
City Corlal (From Ginza .TENDER bar original)

　　.................................... ￥1,810

◆ オーセントジントニック　　　　　　　　
Gin Tonic　(Tanquarey &　Tonicwater)

　 　　　........................ ￥1,580 

◆ ネグローニ
Negroni  (Chose white or Red)

................................................
￥1,580

◆ ジンリッキー
Gin Ricky (Gin & Soda & Lime)

.............................................
￥1,580

◆ ホワイトレディ
White Lady  (From Paris Harys Newyork Bar,1925 )

.......................................... ￥1,330

◆ シンガポールスリング
Singapore Sling (Jaoanese or Raffeles Hotel Style)

............................... ￥1,580

◆ トムコリンズ
Tom Collins　(Mid-19th century London origin)

............................................. ￥1,580

◆ ジンフィズ 　　
Gin FIｚｚ　(Japanese Traditional　Style)

　　　　　　 .................................... ￥1,580

Hotel Signasture Cocktails

◆ピンクレデイ
Pink Lady (Gin and Lemon.Pomegranade,egg Whaite)

............................................... ￥1,580

◆ バラライカ
Balalaika (Rusisa traditional cocktail)

................................................ ￥1,330

◆ エスプレッソマティーニ
Espresso Martini (Vodka & Khaulua,Cacao,Espresso)

............................ ￥1,330

◆ ブラッディシーザー
Bloody Caeser (Vodka ＆ Clamato Juice)

     ................................ ￥1,580

◆ ソルティードッグ
Salty Dag　(Vodka & Fresh Grapefruits  Rimmed with salt)

.................................... ￥1,580

◆ スクリュードライバー
Screw Dreiver　(Vodka & Fresh Orange)

          ........................ ￥1,580

◆ 雪国
Yukiguni ( Snowy Country Cocktail)

................................................ ￥1,580

◆ コスモポリタン マティーニ
Cosmoporitan martini (Vodka , Cranbery & more)

 ￥1,580

◆ ホワイトルシアン
White Russian   (Vodka,Coffe Liqour & Cream )

...................................... ￥1,580

◆ ゴットマザー
God Mother (Vodka and Amaretto di saronno)

............................................. ￥1,580

◆ ヴェスパーマティーニ
Vesper Martini (007 James Bond Martini)

....................... ￥1,580

◆ ダイキリ
Daiquiri （White Rum &　Lime)

................................................ ￥1,330

◆ XYZ
XYZ     (White Rum.Cointreau & Lemon)

................................................ ￥1,330

◆ クラシック・モヒート
Classic　Mojito (Rum ＆ Mint,Lime)

　 ￥1,580

◆ ピニャカラーダ
Pina Colada (Coconuts Flavor Tropical Cocktail)

........................................ ￥1,810

◆ マルガリータ
Margarita (1949 USA National Cocktail Contest Award)

............................................ ￥1,330

◆ テキーラサンライズ
Tequila Sunrise (Famous for the Rolling Stones)

.................................. ￥1,580

◆ オールドファッションド　　　　　
Old fashioned cocktail (Bourbon & Sugar & Bitter)

　　　　........................

◆ マンハッタン
Manhattan (Queen of the Cocktail)

............................................

￥1,330

◆ ペニシリン　
Penichilin Frozen ｓｔyle (Smoky flavor Cocktail)

............................................

￥1,810

◆ ラスティーネイル
Rusty Nail （Scoth Whisky and Drambuie)

................................... ￥1,580

◆ ミントジュレップ・ダービーカクテル
Mint Julep （Bourbon,mint reaf and Lemon）

￥1,810

◆ アレキサンダー
Alexander (Cognac & Cacao & Cream)

........................................ ￥1,810

◆ サイドカー
Side Car　(Harry's McKellhorn Creation)

................................................ ￥1,810

◆ ホーセズネック
Horze’ s Neck （ Cognac and GingerAle Lemon Peel)

........................................ ￥1,810

◆ スプモーニ
Spumoni (Campari,Grapefruits & Tonic Water)

................................................ ￥1,580

◆ グラスホッパー
Grass Hopper (Cacao,Mint & Cream)

......................................... ￥1,330

◆ ロングアイランドアイスティ
Longiland iced tea (Taste like iced tea)

　　　　　　..................... ￥1,810

◆ バンブー　
Bambo 　（DryＳheerry and vermouth)

　　................................................ ￥1,330

◆ ミモザ
Mimosa ((Sparkling Wine &　Orange)

.................................................. ￥1,580

◆ オーセントラブ
Authent Love

.............................................. ￥1,330

～ 1998 年、 創業者 「入谷泰生」 考案、 永遠のスタンダード。

◆ フィオリーナ　～夢咲かせて
Fiorina

......................... ￥1,580

～ 2004 年オーセントホテルに始めて日本一をもたらせたカクテル。

◆ ノスタルジア　～郷愁　
Nostalgia

　　　 ￥1,580

～地元ニッカウヰスキーとチョコレートクリームの絶妙なハーモニー。
雪化粧した小樽の街並みを思わせる幻想的な作品です。

◆ フィロソフィー　～哲学
Phiｌosophy

￥1,580

～ 2018 年ホテルで権威あると云われるＨＢＡカクテル大会優勝作品。

◆ タンカレーガーデン
Tanqueray Garden

..................................... ￥1,580

～英国の洗練されたガーデニング文化を　カクテルに映し出した。

◆ パシフィックビーナス　
Pasific Venus

￥1,810

～ 2004　IBA/APCC 世界大会　唯一の日本代表で受賞カクテル。
洋上のロマンクルーズと、 それを見守る女神の神秘さを描いた。

◆ ショコラティーニ
Chocoｌa-tini

..................................... ￥1,580

～ 2000 年、 始めて日本で開かれた創作マティーニをテーマとした

◆ リタ
RITA

................................................................ ￥1,580

～日本ウィスキーの生みの親 「竹鶴政孝」 の内助の功　リタ。

◆ カルメン２１
Carmen 21

.......................................... ￥1,580

～ビゼーの名作カルメンをモチーフ。 深い情熱をカシス

the above product 10% service charge, including a 10% tax.
上記商品は、 サービス料 10％、 税金 10％を加算した総額表示となっております。

CAPTAIN S BAR’ 

◆ モスコミュール
Ｍｏｓｃｏｗ　Ｍｕｌｅ　（Ｖｏｄｋａ，Ｌｉｍｅ，Ｇｉｎｇｅｒａｉｒ　Ｂｉｔｔｅｒ）

◆ キールロワイヤル
Kir Roya　(Sparkling Wine &　Cassis)

.................................. ￥1,580

◆ フローズンダイキリ
Frozen Daiquiri　(A,Heningways favorite cocktail.)

................................. ￥1,810

ジンをベースにアマレットとザクロが溶け込んだ懐かしき味わいを

白ワインにハーブのニュアンスが効いている清涼感溢れる一杯。

ウイスキーをベースに木々や緑が織りなす自然への調和を映した。

ジンとハーブを配し、 シェイカーの中で花々を咲かせて見せました。

大会にて辛口が常識な中、 敢えて甘口テイストを試みて注目を集めた。

日本人よりも日本人らしく生き、 政孝に優しく寄り添う姿をカクテルに。

弾けるタンゴのステップをスパークリングワインで映し出した。

....................................... ￥1,330

...............................

◆ ウィスキーサワー
Whisky Sour (Choose your favorite whisky)

￥1,330...................................

￥1,580

.......................................

.......................................

..................................

          ....................

.....


