
コーヒー／アイスコーヒー                             
Coffee / Iced coffee

エスプレッソ
Espresso

カフェオレ／アイスカフェオレ
Cafe au lait / Ice cafe au lait

カプチーノ
Cappuccino

コーヒーフロート  
Coffee float

ホットココア
Hot cocoa

オレンジペコ                             
Orange pekoe

ダージリン
Darjeeling

アールグレイ
Earl Grey

アイスティー
Iced tea

日本茶  
Green tea

￥550  （￥440）

 550  （440）

   660  （528）

   660  （528）

   660  （528）

   660  （528）
   

 550  （440）

 550  （440）

 550  （440）
 

 550  （440）

   440  （352）

カモミールティー                             
Chamomile tea

レモングラスティー
Lemongrass tea

ハイビスカスベリー
Hibiscus berry

ミントブレンド  
Menthe blend

スウィートフラワーズ
Sweet flowers

フルーティーアロマ                             
Fruity aroma

表示料金は税込価格です。
税込表示価格にサービス料10％を別途頂戴いたします。
割引料金は国際文化会館会員の方に適用されます。

The prices include consumption tax. 
A service charge of 10% will be added to your bill, 

inclusive of consumption tax.
Discount rates are applicable for IHJ members.

紅茶
Tea 

オリジナル
ブレンド

Original  blended

ハーブティー
Herbel tea 

コーヒー
Coffee 

￥770  （￥616）

770  （616）

770  （616）

770  （616）

770  （616）

770  （616）

￥540  （￥432）

   540  （432）

   648  （518）

   648  （518）

   648  （518）

   648  （518）
   

   540  （432）

   540  （432）

   540  （432）
 

   540  （432）

   432  （345）

￥756  （￥604）

   756  （604）

   756  （604）

   756  （604）

   756  （604）

   756  （604）

一般料金
Regular rate

割引料金(Discount rate)
一般料金
Regular rate

割引料金(Discount rate)
イートイン
Eat-in

テイクアウト
Takeout



ジュース
Juice

ハイボール
High Ball

表示料金は税込価格です。
税込表示価格にサービス料10％を別途頂戴いたします。
割引料金は国際文化会館会員の方に適用されます。

The prices include consumption tax. 
A service charge of 10% will be added to your bill, 

inclusive of consumption tax.
Discount rates are applicable for IHJ members.

ソフト
ドリンク

Soft drinks
ビール

Beer 

コカコーラ
Coca cola

コカコーラゼロ
Espresso

ジンジャーエール（カナダドライ／ウィルキンソン）
Ginger ale （Canada Dry / Wilkinson)

コーラフロート／メロンソーダフロート
Cola float / Melon soda float

ウーロン茶
Oolong tea

ペリエ （330ml）
Perrier

サンペレグリーノ （750ml）
Sanpellegrino

富士ミネラルウォーター （780ml)
Fuji mineral water

ミルク
Milk

オレンジジュース
Orange juice

グレープフルーツジュース
Grapefruits juice

トマトジュース
Tomato juice

￥660 （￥528）

660 （528）

660 （528）

770  （616）

   550  （440）

770  （616）
   

   1,100  （880）

770  （616）

660 （528）
 

   550  （440）

   550  （440）

660  （528）

生ビール 
アサヒスーパードライエクストラコールド
Draft (Asahi Super Dry Extra Cold)

生ビール
アサヒスーパードライ
Draft (Asahi Super Dry)

生ビール（小グラス）
Glass draft (Asahi Super Dry)

キリンラガー
Kirin Lagar

サッポロ黒ラベル
Sapporo Black Label

アサヒドライゼロ （ノンアルコール）
Asahi Dry Zero (Non alcoholic)

竹鶴ハイボール
TAKETSURU high ball

￥990 （￥792）

   880  （704）

   770  （616）

   880  （704）

   880  （704）

   770  （616）
   

   1,320  （1,056）

￥648 （￥518）

   648 （518）

   648 （518）

   756  （604）

   540  （432）

   756  （604）
   

   1,080  （864）

   756  （604）

   648  （518）
 

   540  （432）

   540  （432）

   648  （518）

￥972 （￥777）

   864  （691）

   756  （604）

   864  （691）

   864  （691）

   756  （604）
   

   1,296  （1,036）

一般料金
Regular rate

割引料金(Discount rate)
一般料金
Regular rate

割引料金(Discount rate)
イートイン
Eat-in

テイクアウト
Takeout



日本酒
焼酎

Sparkling

カクテル
Cocktail 

Sherry/Port wine

White wine

Red wine

表示料金は税込価格です。
税込表示価格にサービス料10％を別途頂戴いたします。
割引料金は国際文化会館会員の方に適用されます。

The prices include consumption tax. 
A service charge of 10% will be added to your bill, 

inclusive of consumption tax.
Discount rates are applicable for IHJ members.

グラス
ワイン

Glass wine
ウィスキー

Whisk y

ベランジェーレ
Berangere

シャトー オー・ペルタン
Château Haut-Pelletan Blanc

シャブリ セルヴァン 
Chablis, Servin

フレンチ ルーツ カベルネ・ソーヴィニョン
French Root Cabernet Sauvignon

トラピチェ オークカスク マルベック 2018
Trapiche Oak Cask Malbec 2018

ティオペペ
Tio pepe

テイラー
TAYLOR'S Late bottled vintage port

菊水
Kikusui

吉四六（麦焼酎）
Kicchomu

一刻者（芋焼酎）
Ikkomon

￥880 （￥704）

   880  （704）

   1,320  （1,056）

   880  （704）

   1,320  （1,056）

   880  （704）
   

   1,210  （968）

   1,100 （880）

   990  （792）

   990  （792）

Sake/shochu 

日本酒
焼酎

ジャックダニエル ブラック
Jack Daniel's Black

竹鶴 ピュアモルト
TAKETSURU Pure Malt

カンパリ（ソーダ／オレンジ／グレープフルーツ）
Campari (Soda / Orange / Grapefruit)

カシス（ソーダ／オレンジ／グレープフルーツ）
Cassis (Soda / Orange / Grapefruit)

ジン（ソーダ／トニック）
Gin (Soda / Tonic)

ウォッカ（ソーダ／トニック）
Vodka (Soda / Tonic)

キール
Kir

キールロワイヤル
Kir Royal

￥1,100 （￥880）

1,100 （880）

 

1,100 （880）

1,100 （880）

1,100 （880）

1,100 （880）
   

1,100 （880）

1,100 （880）

￥864 （￥691）

   864  （691）

   1,296  （1,036）

   864  （691）

   1,296  （1,036）

   864  （691）
   

   1,188  （950）

   1,080 （864）

   972  （777）

   972  （777）

￥1,080 （￥864）

   1,080 （864）

 

   1,080 （864）

   1,080 （864）

   1,080 （864）

   1,080 （864）
   

   1,080  （864）

   1,080 （864）

一般料金
Regular rate

割引料金(Discount rate)
一般料金
Regular rate

割引料金(Discount rate)
イートイン
Eat-in

テイクアウト
Takeout


