
スコットランドのアーモンドの名産地ダンディ地方で生まれた
ナッツケーキ！ウイスキーをたっぷり染み込ませて。

スコーンはスコットランド生まれ！甘さひかえめでどんな
お料理にもぴったり。季節のフルーツのジャム付き。

オートミールスコーン 

季節に合わせたケーキ、詳しくはスタッフにお訪ねください。
季節のケーキ 

ダンディケーキ

サクッと口の中でほどけるバター風味の豊かなクッキー。
ショートブレッド・クッキー 

コーヒーキャラメルがアクセントのオリジナルプリン。
お酒とも相性抜群！

クレームキャラメル

じっくり焼きこんだベイクドチーズケーキ。チーズ好きは是非！

チーズケーキ

800 yen

600 yen ～ 250 yen ～

700 yen700 yen

600 yen

PASTRIES

PASTRIES MENU

all in tax / all can be taken home

Crème Caramel Cheese Cake

Shortbread CookieSeasonal Cake

Dundee Cake Oatmeal Scones



フィッシュ&チップス 
FISH & CHIPS

パブといえばこれ。天然のタラにビール入り
の衣。エールビールとの相性も抜群。

スコティッシュサーモンスモーク 
SMOKED SCOTISH SALMON

このサーモンを食べたらもう他のサーモンは
食べられなくなってしまうほど。

自家製ウイスキー漬けピクルス 
WHISKY PICKED SEASONAL VEGTABLES

ピクルス液をウイスキーでアレンジ。
ウイスキーともビールとも相性抜群。

チップス 
CHIPS

フライドポテトでもなくフレンチフライとも
言わず、英国風にチップス。

オイスター&チップス 
OYSTER & CHIPS

旬の新鮮な牡蠣をエールビール入りの衣で揚げ
ました。チップスは有機ポテトを使用。

ハギス 
HAGGIS

スコットランドの伝統料理。羊の内臓の胃袋
詰め。ウイスキーと一緒にどうぞ。

シェパーズパイ 
SHEPHERD'S PIE

牛・豚・羊のミンチを煮てマッシュポテトを
上に乗せオーブンで焼き上げます。

スコッチエッグ 
SCOTCH EGG

イギリス伝統料理を半熟たまごで
仕上げました。

weekend only

ビーフ & エールシチュー 
BEEF & ALE STEW

エールビールで牛肉をトロトロになるまで
煮込みました。パン付き。

ムール貝のエール蒸し 
MUSSEL ALE STEANED

あまり知られていませんがスコットランドは
ムール貝の一大産地です。パン付き。

クリスプス 
CRISPS

英国ではポテトチップスとは言わずクリスプス 。
ジャガイモの旨味を感じられる。うす塩 or ハギス味

ドライフルーツ 
DRIED FRUIT

アメ横の名店、小島屋さんのドライフルーツ。
ウイスキーやコーヒーとのマリアージュは抜群。

ナッツ 
NUTS

カリカリしないで！ポリポリと。

季節の有機サラダ 
ORGANIC SALAD

厳選した有機野菜で、週毎に内容が変わります。
大地の味を感じていただきたいです。

コロネーションチキンサラダ 
CORONATION CHICKEN SALAD

エリザベス女王2世の戴冠式のために考案された
鶏肉料理にサラダを添えて。

[R] 1,000 yen

[L] 1,500 yen

1,200 yen

1,100 yen

1,350 yen

1,000 yen

1,800 yen

1,200 yen

900 yen

550 yen

500 yen

600 yen

500 yen

900 yen

500 yen

1,000 yen

800 yen

フィッシュサンド 
FISH SANDWICH

天然ダラをフライした
ボリューミーなサンドイッチ。

コロネーションチキンサンド 
CORONATION CHICKEN SANDWICH

スパイス風味のチキンサラダを使用した
あっさりとしたサンドイッチ。

1,000 yen

950 yen

MAIN LIGHT MENU

SANDWICHSALAD

FOOD MENU

[all in tax][all in tax]

おやき 
Oyaki

見た目はおまんじゅう。季節のお野菜を
そば粉で包んだ、ヘルシーで優しい味わい。

lunch only



信州 ふじりんご ジュース   APPLE JUICE
信州といえばりんごジュース、蜜のたくさんなりんごをかじっているかのような味わい。

信州 ぶどう ジュース   GRAPE JUICE
とてもきれいなパープル色。100%長野県のぶどう。酸化防止剤も入っていません。

600 yen

700 yen

フィーバーツリー ジンジャービア   FEVER-TREE GINGER BEER
英国で定番。本当に生姜が入ってる！ピリッとシュワッと！

800 yen

COFFEE・SOFT DRINK  

[all in tax]
COFFEE 

SOFT DRINK

カルティバル ケニア
エル サルバドル

CULTIVAR KENYA
[EL SALVADOR]

¥800

焼き菓子やミルク
チョコレートのよ
うな甘い風味。
柔らかい飲み口で、
洋菓子との相性も
抜群。

body

acidity

sweetness

bitter taste

アルト ルナ
パナマ

ALTO LUNA
[PANAMA]

¥800

柑橘系の爽やかな
風味と酸味。やや
軽めのボディで、
クリアな印象を与
える。

body

acidity

sweetness

bitter taste

ブルボン エリテ
エル サルバドル

BOURBON ELITE
[EL SALVADOR]

¥800

口に含んだ瞬間か
ら最後まで甘みが
広がる。ナッツや
チョコレート、キャ
ラメルのよう香ば
しい風味。

body

acidity

sweetness

bitter taste

本日のコーヒー
Today's  special  coffee

¥900



WHISKY

[all in tax]

WHISKY

SINGLE MALT

ストラスアイラ 12年  STRATHISLA 12Y      alcohol40%

妖精の棲む泉で仕込んだシングルモルト。あのシーバスリーガルの核となるウイスキー。
華やかでリッチな香りと、長くフルーティな味わい。ぜひストレートでどうぞ。

アベラワー 12年  ABERLOUR 12Y      alcohol40%

フランスで人気のあるシングルモルト。ラムレーズンのようなシェリー樽由来の濃厚な甘みが特徴。
ショートブレッドで有名なウォーカーの工場と同じ街にある蒸溜所。

タリスカー 10年  TALISKER 10Y      alcohol45.8%

舌の上で爆発する潮の香り。
『宝島』『ジキルとハイド』の小説家ロバート・ルイス・スティーブンソンも愛飲したというシングルモルト。
烈しいスモーキーとヨード香。

キルホーマン マキヤーベイ  KILCHOMAN MACHIR BAY      alcohol46%

アイラ島で124年ぶりのシングルモルト。フェノール値50ppmの非常にピーティな逸品。
原料である大麦の栽培からボトル詰めまで全工程を行う珍しい蒸溜所。

信州  SHINSYU      alcohol40%

長野県限定ウイスキー。豊かな自然、澄んだ空気を感じる爽快な味わい。
長野県唯一のウイスキー蒸溜所であるマルス信州蒸溜所が手掛けたブレンデッドウイスキー。

その他ウイスキー各種約200銘柄取り揃えております。スタッフにお尋ねください。

1,500 yen

1,200 yen

900 yen

1,300 yen

800 yen



1,000 yen

1,200 yen

1,200 yen

700 yen

BEER

DRAFT BEER

ブラックアイル [スコットランド ]  BLACK ISLE [Scotland]

ゴールデンアイ  GOLDENEYE      alcohol5.6%

スコットランドのオーガニックビール。クリスタルモルトと小麦をブレンドしたゴールド色の
真正ペールエール。フローラルとベリーの豊かな香り。

よなよなエール  YONA YONA ALE      alcohol5.5%

クラフトビールの王道。ホップとモルトのフルーティーでコクのある香りの
マイルドなボディーがクセになるアメリカンペールエール。

ヤッホーブルーイング [長野県 ]  YOHO BREWING [Nagano]

トラディショナルビター  TRADITIONAL BITTER      alcohol4.0%

ビターは、英国で最も愛されているビールのスタイル。最高級のモルトを贅沢に使用。
ビール本来の” 麦” の風味をゆっくりと楽しめる。

松本ブルワリー [長野県 ]  MATSUMOTO BREWERY [Nagano]

ゲストビール  GUEST BEER

季節にあわせたこだわりのビールを取り寄せております。
スタッフにおたずねください。

松本ブルワリー [長野県 ]  MATSUMOTO BREWERY [Nagano]

トラディショナルスコッチエール  TRADITIONALl SCOTCH ALE      alcohol6.5%

ホップの苦味やフレーバーなどの風味とは真逆のリッチでモルティなビール。
口に含むとしっかりとしたボディが感じられます。

BOTTLE BEER

ブリュードッグ パンク IPA  BREWDOG PUNK IPA      alcohol5.6%

1,200 yenブリュードッグ エルビスジュース  BREWDOG ELVIS JUICE      alcohol6.5%

ブラックアイル スコッチエール  BLACK ISLE SCOTCH ALE      alcohol6.8%

ブラックアイル オートミールスタウト  BLACK ISLE OATMEAL STOUT      alcohol7.0%

1,200 yenブラックアイル レッドカイトエール  BLACK ISLE RED KITE ALE      alcohol4.2%

キリン ハートランド  KIRIN HEARTLAND      alcohol5.0%

1,400 yenハービストン オールド エンジンオイル  HARVIESTOUN OLD ENGIN OIL DARL ALE      alcohol6.0%

[all in tax][all in tax]

half      800 yen

pint   1,400 yen

half      700 yen

pint   1,200 yen

half      800 yen

pint   1,400 yen

half      900 yen

pint   1,500 yen

half      900 yen

pint   1,500 yen

BEER


