HOTEL OTOWA NO MORI

Bar Blue Lagoon

Original Cocktail
☆Monsoon

モンスーン

¥1,430

プティヴァカンス

¥1,430

ロコガール

¥1,430

ヴァモス

¥1,430

カドゥー

¥1,430

トゥルーラブ

¥1,430

レザムルーズ

¥1,430

プロムナード

¥1,430

シーグリーン

¥1,430

アミー

¥1,430

Type: Long
alcohol: 7°

☆Petit Vacances
Type: Long
alcohol: 7°

☆Loco Girl
Type: Long
alcohol: 10°

☆Vamos
Type: short
alcohol: 10°

☆Cadeau
Type: short
alcohol: 10°

☆True Love
Type: Long
alcohol: 9°

☆Les Amoureuses
Type: short
alcohol: 6°

☆Promenade
Type: Short
alcohol: 7°

☆Sea Green
Type: Short
alcohol: 19°

☆Amies
Type: short
alcohol: 11°

Original Non Alcohol Cocktail
☆Paradis

パラディス

¥1,210

リトルマーメイド

¥1,210

アロハ

¥1,210

ミストラル

¥1,210

パフューム

¥1,210

マグレブ

¥1,210

カリビアンクルーズ

¥1,210

コートダジュール

¥1,210

コメット

¥1,210

マドモワゼル

¥1,210

Type: Long

☆Little Mermaid
Type: Long

☆Aloha
Type: Long

☆Mistral
Type: Long

☆Parfum
Type: Long

☆Maghreb
Type: Long

☆Caribbean Cruise
Type: Long

☆Cote d'Azur
Type: Long

☆Comet
Type: short

☆Mademoiselle
Type: Long

☆Frozen Irish Coffee フローズンアイリッシュコーヒー
Type: Long

¥1,210

Gin base
☆ Martini

マティーニ

¥1,430

ギムレット

¥1,320

ホワイトレディ

¥1,320

グリーンアラスカ

¥1,320

ピンクジン

¥1,320

パラダイス

¥1,320

ラッフルズスリング

¥1,430

フレンチ７５

¥1,800

アオイサンゴショウ

¥1,320

トムコリンズ

¥1,320

Type: Short
alcohol: 36°

☆Ｇ imlet
Type: Short
alcohol: 30°

☆ Whitelady
Type: Short
alcohol: 28°

☆ Green Alaska
Type: Short
alcohol: 42°

☆Ｐｉｎｋ Ｇｉｎ
Type: Short
alcohol: 41°

☆Ｐａｒａｄｉｓｅ
Type: Short
alcohol: 23°

☆Ｒ affles Sling
Type: Long
alcohol: 10°

☆Ｆ rench 75
Type: Long
alcohol: 16°

☆青い珊瑚礁
Type: Short
alcohol: 35°

☆ TomCollins
Type: Short
alcohol: 13°

Vodka base
☆ Blue lagoon

ブルーラグーン（音羽ノ森オリジナル）

¥1,320

コスモポリタン

¥1,320

バラライカ

¥1,320

ブラックルシアン

¥1,320

カミカゼ

¥1,320

シーブリーズ

¥1,320

ガルフストリーム

¥1,320

モスコミュール（音羽ノ森オリジナル）

¥1,430

Type: Long
alcohol: 16°

☆ Cosmopolitan
Type: Short
alcohol: 22°

☆ Balalaika
Type: Short
alcohol: 25°

☆ Black Russian
Type: Long
alcohol: 35°

☆ Kamikaze
Type: Long
alcohol: 25°

☆ Sea breeze
Type: Long
alcohol: 12°

☆ Gulf streem
Type: Long
alcohol: 6°

☆ Moscow mule
Type: Long
alcohol: 6°

☆雪国

自家製ショウガ漬けウォッカ使用

ユキグニ

¥1,320

チチ

¥1,430

Type: Short
alcohol: 27°

☆ Chi-Chi
Type: Long
alcohol: 10°

Tequila base
☆ margarita

マルガリータ

¥1,320

メキシカン

¥1,320

エクソシスト

¥1,320

マタドール

¥1,320

モッキングバード

¥1,320

エル・ディアブロ

¥1,320

フレンチ

¥1,320

Type: Short
alcohol: 25°

☆ mexican
Type: Short
alcohol: 18°

☆ exocist
Type: Short
alcohol: 22°

☆ matador
Type: Long
alcohol: 12°

☆ Mockingbird
Type: Short
alcohol: 23°

☆ El Diablo
Type: Long
alcohol: 11°

☆ French Cactus

カクタス

Type: Long
alcohol: 40°

☆ Tequila Sunrise

テキーラ・サンライズ

¥1,500

スロー・テキーラ

¥1,320

コルコヴァード

¥1,320

Type: Long
alcohol: 19°

☆ Sloe Tequila
Type: Short
alcohol: 26°

☆ Corcovado
Type: Long
alcohol: 16°

Rum base
☆ x-y-z

エックスワイズィ

¥1,320

ダイキリ

¥1,320

バカルディ

¥1,320

スカイダイビング

¥1,320

ミリオネア

¥1,320

ピニャコラーダ

¥1,430

ターコイズブルー

¥1,320

ソル・クヴァーノ

¥1,320

マイ・タイ

¥1,320

ボストン・クーラー

¥1,320

Type: Short
alcohol: 26°

☆ daiquiri
Type: Short
alcohol: 27°

☆ bacardi
Type: Short
alcohol: 25°

☆ sky diving
Type: Short
alcohol: 24°

☆ millionaire
Type: Short
alcohol: 21°

☆ pina colada
Type: Long
alcohol: 8°

☆ turquoise blue
Type: Long
alcohol: 7°

☆ Sol Cuvano
Type: Long
alcohol: 7°

☆ Mai-Tai
Type: Long
alcohol: 26.5°

☆ Boston Cooler
Type: Long
alcohol: 9°

Brandy base
☆ side car

サイドカー

¥1,430

オリンピック

¥1,430

アレキサンダー

¥1,430

クラシック

¥1,430

ジャックローズ

¥1,430

ハネムーン

¥1,430

フレンチコネクション

¥1,430

ダーティーマザー

¥1,430

ビトウィーン・ザ・シーツ

¥1,320

スティンガー

¥1,320

Type: Short
alcohol: 26°

☆ olympic
Type: Short
alcohol: 23°

☆ alexander
Type: Short
alcohol: 22°

☆ classic
Type: Short
alcohol: 28°

☆ jack rose
Type: Short
alcohol: 21°

☆ haney moon
Type: Short
alcohol: 28°

☆ french connection
Type: Long
alcohol: 32°

☆ dirty mother
Type: Long
alcohol: 32°

☆ Between the Sheets
Type: Short
alcohol: 34°

☆ Stinger
Type: Short
alcohol: 31°

Whisky base
☆ manhattan

マンハッタン

¥1,430

ロブロイ

¥1,430

ニューヨーク

¥1,320

ハンター

¥1,320

カウボーイ

¥1,320

ラスティネイル

¥1,320

ゴッドファザー

¥1,320

カリフォルニアレモネード

¥1,320

ミントジュレップ(音羽ノ森オリジナル)

¥1,400

オールド・パル

¥1,320

Type: Short
alcohol: 29°

☆ robroy
Type: Short
alcohol: 30°

☆ new york
Type: Short
alcohol: 22°

☆ hunter
Type: Short
alcohol: 32°

☆ cow boy
Type: Short
alcohol: 24°

☆ rasty nail
Type: Long
alcohol: 33°

☆ god father
Type: Long
alcohol: 32°

☆ carifornia lemonade
Type: Long
alcohol: 8°

☆ mint julep
Type: Long
alcohol: 8°

☆ Old Pal
Type: Long
alcohol: 23°

Wine base
☆ adnis

アドニス

¥1,320

バンブー

¥1,320

イーストインディアン

¥1,320

アメリカンレモネード

¥1,320

キティ

¥1,320

カーディナル

¥1,320

アメリカーノ

¥1,320

ヴァンショー（ホットワイン）音羽ノ森オリジナル

¥1,200

キール・ロワイヤル

¥2,000

ワイン・クーラー

¥1,500

Type: Short
alcohol: 14°

☆ bamboo
Type: Short
alcohol: 14°

☆ east indian
Type: Short
alcohol: 13°

☆ american lemonade
Type: Long
alcohol: 4°

☆ kitty
Type: Long
alcohol: 6°

☆ cardinal
Type: Long
alcohol: 14°

☆ americano
Type: Long
alcohol: 6°

☆ vin chaud(hotwine)
Type: Long
alcohol: 1°未満

☆ Kir Royal
Type: Long
alcohol: 14°

☆ Wine Cooler
Type: Long
alcohol: 10°

Beer base
☆ shandy gaff

シャンディガフ

¥1,320

レッドアイ

¥1,320

レッドバード

¥1,320

トロイの木馬

¥1,320

サブマリーノ

¥1,320

イエローサンセット

¥1,430

パナシェ

¥1,320

ブラック・ベルベット

¥1,800

ハーフ・アンド・ハーフ

¥1,430

ハニー・ビア

¥1,320

Type: Long
alcohol: 4°

☆ red eye
Type: Long
alcohol: 4°

☆ red bird
Type: Long
alcohol: 8°

☆ trojan house
Type: Long
alcohol: 4°

☆ sabmarino
Type: Long
alcohol: 10°

☆ yellow sunset
Type: Long
alcohol: 6°

☆ panache
Type: Long
alcohol: 5°

☆ black velvet
Type: Long
alcohol: 12°

☆ Harf & Harf
Type: Long
alcohol: 5°

☆ Haney Beer
Type: Long
alcohol: 5°

Liqueur base
☆ charlie chaplin

チャーリーチャップリン

¥1,320

グラスホッパー

¥1,320

イタリアンサーファー

¥1,320

プレリュードフィズ

¥1,320

シンデレラハネムーン

¥1,320

バレンシア

¥1,320

ダージリンクーラー

¥1,320

スプモーニ

¥1,320

アイスクリーム・サンドイッチ

¥1,500

アフター・ディナー

¥1,320

Type: Long
alcohol: 9°

☆ grass hopper
Type: Short
alcohol: 12°

☆ italian surfer
Type: Long
alcohol: 4°

☆ prelude fizz
Type: Long
alcohol: 6°

☆ cinderella haneymoon
Type: Short
alcohol: 10°

☆ valencia
Type: Short
alcohol: 8°

☆ darjeeling cooler
Type: Long
alcohol: 5°

☆ｓ pumoni
Type: Long
alcohol: 6°

☆ Icecream Sandwich
Type: Long
alcohol: 5°

☆ After Dinner
Type: Short
alcohol: 21°

Scotch single malt whisky

丸氷 ＋\100

ソーダ割りなど ＋\100

☆ glenmorangie10years

グレンモーレンジ１０年

¥1,500

☆ glenfiddich12years

グレンフィディック１２年

¥1,400

☆ glenlivet12years

グレンリベット１２年

¥1,400

☆ glenfarclas12years

グレンファークラス１２年

¥1,650

☆ strathisla12years

ストラスアイラ１２年

¥1,500

☆ bowmore12years

ボウモア１２年

¥1,500

☆ bowmore17years

ボウモア１７年

¥2,800

☆ macallan12years

マッカラン１２年

¥1,500

☆ macallan18years

マッカラン１８年

¥3,750

☆ talisker10years

タリスカー１０年

¥1,500

☆ talisker storm

タリスカー

¥1,500

☆ arran8years

アラン８年

¥1,500

☆ springbank10years

スプリングバンク１０年

¥1,600

☆ highlandpark12years

ハイランドパーク１２年

¥1,500

☆ clynelish14years

クライヌリッシュ１４年

¥1,600

☆ lagavulin16years

ラガブーリン１６年

¥1,800

☆ caolila12years

カリラ１2年

¥1,600

☆ caolila18years

カリラ１８年

¥2,850

☆ scapa16years

スキャパ１６年

¥2,300

☆ isle of jura10years

アイル

¥1,550

オブ

ストーム

ジュラ１０年

Scotch single malt whisky

丸氷 ＋\100

ソーダ割りなど ＋\100

☆ ardbeg10years

アードベック１０年

¥1,550

☆ ardbog

アードボック

¥3,500

☆ raphroig10years

ラフロイグ１０年

¥1,500

☆ raphroig18years

ラフロイグ１８年

¥4,200

☆ oban14years

オーバン１４年

¥1,950

☆ singleton12years

シングルトン１２年

¥1,500

☆ singleton18years

シングルトン１8年

¥2,260

☆ bruichladdich10years

ブルイックラディ10年

¥1,400

☆ edradour10years

エドラダワー１０年

¥1,600

☆ kilchoman

キルホーマン

¥2,800

☆ cragganmore12years

クラガンモア１２年

¥1,350

☆ glenkinchie12years

グレンキンチー１２年

¥1,300

☆ auchentoshan12years

オーヘントッシャン１２年

¥1,250

Scotch blended whisky

丸氷 ＋\100

ソーダ割りなど ＋\100

☆ ballantines finest

バランタインファイネスト

¥1,200

☆ ballantines17years

バランタイン１７年

¥2,400

☆ ballantines30years

バランタイン３０年

#####

☆ chivas regal12years

シーバスリーガル１２年

¥1,400

☆ chivas regal mizunara

シーバスリーガル

ミズナラ

¥1,400

☆ joniewalker blacklabel

ジョニーウォーカー黒ラベル

¥1,400

☆ joniewalker goldlabel

ジョニーウォーカーゴールドラベル

¥1,650

☆ joniewalker platinumlabel

ジョニーウォーカープラチナムラベル

¥2,700

☆ joniewalker bluelabel

ジョニーウォーカー青ラベル

¥5,300

☆ old parr12years

オールドパー１２年

¥1,320

☆ old parr superior

オールドパー スーペリア

¥4,250

☆ usquaebach reserve

ウシュクベリザーブ

¥1,400

☆ royal salute21years

ロイヤルサルート２１年

¥4,300

☆ royal household

ロイヤルハウスホールド

¥7,800

Irish whiskey

丸氷 ＋\100

ソーダ割りなど ＋\100

☆ jameson

ジェムソン

¥1,200

☆ tullamore dew

タラモアデュー

¥1,400

☆ bushmils malt10years

ブッシュミルズモルト１０年

¥1,900

☆ connemara

カネマラ

¥3,000

☆ taketsuru

竹鶴

¥1,400

☆ tsuru

鶴

¥2,550

☆ yamazaki12years

山崎１２年

¥1,500

☆ hakushu12years

白州１２年

¥2,100

☆ yoichi10years

余市１０年

¥1,500

☆ yoichi15years

余市１５年

¥1,700

☆ hibiki17years

響１７年

¥2,100

カナディアンクラブ

¥1,210

Japanese whisky

canadian whisky
☆ canadian club

☆ canadian club blacklabel カナディアンクラブ ブラックラベル

¥1,400

☆ canadian club sherry cask カナディアンクラブ シェリーカスク

¥1,400

American bourbon whiskey

丸氷 ＋\100

ソーダ割りなど ＋\100

☆ maker'smark red

メーカーズマークレッドトップ

¥1,400

☆ maker'smark black

メーカーズマークブラックトップ

¥1,500

☆ maker'smark vip

メーカーズマークＶＩＰ

¥3,100

☆ maker'smark 46

メーカーズマーク４６

¥1,800

☆ four roses

フォアローゼス

¥1,200

☆ four roses black

フォアローゼスブラック

¥1,400

☆ four roses platinum

フォアローゼスプラチナ

¥1,950

☆ four roses single barrel

フォアローゼスシングルバレル

¥1,600

☆ early times blind archer

アーリータイムズ

¥1,200

☆ old grand dad114

オールドグランダット１１４

¥1,400

☆ elijah craig12years

エライジャクレイグ１２年

¥1,300

☆ Woodford reserve

ウッドフォード

リザーブ

¥1,500

☆ i.w happer gold medal

ハーパー

ゴールドメダル

¥1,300

☆ i.w happer12years

ハーパー１２年

¥1,600

☆ blanton's black

ブラントン

ブラック

¥1,100

☆ blanton's gold

ブラントン

ゴールド

¥4,250

☆ blanton's special reserve

ブラントン

スペシャルリザーブ

¥1,550

☆ wild turkey8years

ワイルドターキー８年

¥1,400

☆ wild turkey13years

ワイルドターキー１３年

¥2,300

☆ wild turkey rare breed

ワイルドターキー

¥1,450

☆ old ezra15years

オールドエズラ１５年

¥2,550

☆ booker's

ブッカーズ

¥1,600

ブラインドアーチャー

レアブリード

Tennessee whiskey
☆ jack daniel's

丸氷 ＋\100

ソーダ割りなど ＋\100

ジャックダニエル

☆ jack daniel's tennessee Honeyジャックダニエル テネシーハニー

¥1,300
¥1,300

Rye&corn whisky
☆ old over holt

オールドオーバーホルト

¥1,400

☆ platte valley

プラットヴァレー

¥1,200

☆ hennessy vs

ヘネシーＶＳ

¥1,400

☆ hennessy vsop

ヘネシーＶＳＯＰ

¥3,100

☆ jean fillioux

ジャンフィユー

¥3,150

☆ martel cordonblue

マーテルコルドンブルー

¥3,550

☆ henri catre

アンリカトル

¥2,500

☆ paul giraud25years

ポールジロー２５年

¥2,700

☆ metaxa

メタクサ

¥1,700

☆ remy martin VSOP

レミーマルタンＶＳＯＰ

¥1,600

☆ grand solage de boulard

ブラーグランソラージュ

¥1,400

☆ pomme de eve

ポムドイヴ

¥2,200

☆ calvados(huard)1967

ユアール１９６７年

¥2,650

☆ sassicaia

サッシカイア

¥2,700

☆ moet ・ et ・ chandon

モエエシャンドン

¥2,700

☆ 95' paolo berta

パオロ ベルタ

¥2,700

Brandy

Calvados

Marc&Grappa

<Invecchiata>

