DRINK MENU
HIGHBALL

WHISKY
Jack Daniel's Black

ジャック ダニエル ブラック

Jack Daniel's Tennessee Honey
Fourroses-Single Barrel
I.W.Harper 12 years

フォアローゼズ シングルバレル ￥750 (税込￥825)

Maker's Mark Red Top
Basil Hayden’s

ジャックダニエル テネシーハニー ￥700 (税込￥770)

I.W ハーパー 12 年

Glenfiddich 12 years

￥900 (税込￥990)

メーカーズマーク レッドトップ ￥900 (税込￥990)

グレンフィディック 12 年

ベイゼルヘイデン

Wild Turkey 13 years
Laphroaig 10 years

￥700 (税込￥770)

ワイルドターキー 13 年
ラフロイグ 10 年

Gin

Tequila

テキーラ

Jim Beam and cola

￥580 (税込￥638)

ブラックハイボール

Jim Beam and ginger ale ジンジャーハイボール

￥580 (税込￥638)

Mint julep

￥680 (税込￥748)

ミントジュレップ

GLASS WINE

￥950 (税込￥1,045)

Sparkling【スパークリング】

￥1,000 (税込￥1,100)
￥1,100 (税込￥1,210)

割り方は下記よりお選びいただけます！

Rum

ラム

Cassis

ジン

￥480 (税込￥528)

￥900 (税込￥990)

コーラ / ジンジャーエール / オレンジジュース / グレープフルーツジュース
ウーロン茶 / 紅茶 / 自家製レモネード etc. ※自家製レモネードのみ＋¥110（税込）頂戴します。
ウォッカ

Jim Beam and soda ハイボール

Cava

カヴァ

￥600 (税込￥660)

White【白】
Montebello Trebbiano

COCKTAIL
Vodka

【ジムビーム】

カシス

Campari

Peche

ペシェ

Kahlua

カルーア

カンパリ

ALL ￥600
(税込￥660)

Shochu

焼酎

￥500
(税込￥550)

モンテベッロ・トレビアーノ

￥500 (税込￥550)

Bio

￥600 (税込￥660)

ビオ

Red 【赤】
Montebello Sangiovese
モンテベッロ ・サンジョベーゼ

￥500 (税込￥550)

Bio

￥600 (税込￥660)

ビオ

Wine bottle list available. Please let me know if you need bottle list.

Original Cocktail

ボトルワインも多数 取り揃えております。リストをご覧の際はお尋ねください。

DUMBO のオリジナルカクテルをお楽しみください！

Cielo Cubano

シエロ クバーノ

￥800 (税込￥880)

〜キューバの爽快な空をイメージしたカクテル 〜

Cola

バーボン / コーラ / ミント / ライム

Honey Trap

ハニー トラップ

￥800 (税込￥880)

〜何度でもだまされたくなる魅力的な女性ようなカクテル 〜
ティフィン / テネシーハニー / 牛乳 / バニラシロップ

Lemon sour

シチリアン レモンサワー

￥800 (税込￥880)

Grapefruit juice

自家製レモネード
クラフトジン

桜尾

￥650 (税込￥715)

六

￥780 (税込￥858)

〜 6 つのボタニカルと四季を旅するジャパニーズクラフトジン 〜

￥350 (税込￥385)

Homemade lemonade

〜桜、牡蠣、レモンなど広島のボタニカルを原料に蒸留した純国産ジン 〜

ROKU

Orange juice

￥350 (税込￥385)

グレープフルーツジュース ￥350 (税込￥385)

リモンチェッロ / ウォッカ / トニック

SAKURAO

コーラ
オレンジジュース

〜ピザ屋が作った本気のレモンサワー 〜

CRAFT GIN

SOFT DRINK

Ginger ale

ジンジャーエール

￥500 (税込￥550)

Espresso

エスプレッソ ￥300 (税込￥330)

Oolong tea

ウーロン茶

Tea
紅茶

￥350 (税込￥385)
￥400 (税込￥440)

Herbal Tea

ハーブティー ￥400 (税込￥440)

Coffee［iced or hot］

￥350 (税込￥385)

San Pellegrino 500ml

スパークリングウォーター ￥750 (税込￥825)
（サンペレグリノ）

コーヒー

[ アイス / ホット ]

￥400 (税込￥440)

Cafe latte ［iced or hot］
カフェラテ

[ アイス / ホット ]

￥450 (税込￥495)

20 歳未満および車両を運転してお帰りになるお客様へのアルコール販売は固くお断りしております。 お一人様 席料￥450 （税込／ 20 歳未満を除く ) を頂戴しております。
We never sell alcoholic beverages to customers under the age of 20. We do not serve alcohol to a customer who will be driving.
There is an additional cover charge of ¥450 per adult, tax included.

