bar
outlaws

メニュウ

★bar drink menu★
※弊店のベースのお酒の ” single” は 50~85ml です。

☆whisky ※バーテンダーにお好みをお伝えください。
★blended scotch whisky

★japanese whisky
1300~

ロングジョン long john
800
フェイマスグラウス famous grouse 800
カティサーク cutty sark 800
ウシュクベリザーヴ usquaebach reserve 1200
デュワーズ 12年
dewarʼs 12y
1200
オールドパー old parr 1500
バランタイン 17 年 ballantines17y 1500
バランタイン 30 年 ballantines30y
5500
ロイヤルハウスホールド royal household 6000

★irish whisky
ジェイムソン

jameson

ブラックブッシュ

800

black bush 1000

★canadian whisky
カナディアンクラブ canadian club 800
クラウンローヤル crown royal 1000

★bourbon whisky

★single malt scotch whisky

エズラブルックス ezrabrooks 800
ザグレンリベット 12 年 the glenlivet 12y 1300 エライジャクレイグ elijahcraig 1000
グレンモーレンジ 10 年 glenmorangie 10y 1300 ワイルドターキー wild turkey 900
メーカーズマーク makers mark 1000
クラガンモア cragganmore 1300
オールドグランダッド 114
マッカラン 12 年 macllan12y
1400
old grand dad 114 1000
グレンファークラス 15 年 glenfarclas15y 1500
I.W. ハーパー I.W.harper 800
タリスカー talisker
1300
I.W. ハーパー 12 年 I.W.harper12y 1400
ハイランドパーク 12 年 highland park12y 1300 フォアローゼスシングルバレル
four roses single barrel 1400
ハイランドパーク 18 年 highland park18y 2200

ラガヴーリン 16 年
ラフロイグ 10 年

lagavulin16y
laphloaig10y

1600

ブラントン

1400

caolila18y

オールドオーバーホルト old overholt 900
7 クラウン 7crown 900
ジャックダニエル jack daniels 800
ジェントルマンジャック gentlemanjack1500

2200

☆brandy

☆gin

レミーマルタン V.S.O.P. remy martin V.S.O.P 1500
マーテルコルドンブルー martell cordonbleu
カルバドス ブラー calvados boulard 1200

☆beer

2800

※サーバー生ビールは期間限定、銘柄は変更あり

ビール ( 銘柄は不定 ) beer (500〜) 800
ギネス

guiness

1500

★another american whiskies

ラフロイグ 15 年 laphloaig15y 2800
アードベッグ 10 年 ardbeg10y 1300
カリラ 12 年 caolila12y
1300
カリラ 18 年

blantons

900

☆wine
エストラテゴ ( 赤 ) estratego 900
アルベールビショー ( 白 ) albert bichot 900
bottle
red or white 3800~
sparkring or cava or champagne 4000~

☆shouchu or sake ( 品切御免 )
吉四六 kicchomu 900 黒霧島 kurokirishima 900
中々 nakanaka 900

タンカレー tanqueray 700
ビィフィータ beefeater 800
プリマス plymouth 900

☆vodka

アブソリュート absolut 700
ズブロッカ zubrowka 800

☆rum

バカルディ bacardi 700
マイヤーズ myers
800
ハバナクラブ７年 havana7y 900
パンペロアニバサリオ pampero 1000
ロンサカパセンテナリオron zacapa 1000
キャプテンモーガン captain morgan 800

☆tequila

オーレ ole 800

※全商品の表示価格は目安です。予告なく輸入状況により変動いたしますのであしからずご了承ください。

☆cocktail
※カクテルはバーテンダーにお気軽にご相談ください。
甘さ加減とアルコールの強さだけお伝えくだされば
プロのバーテンダーが貴方に合うカクテルを提案いたします。
※全商品の表示価格はあくまで目安です、予告なく輸入状況により変動いたしますのであしからずご了承ください。

( 一例 )
ジントニック

gin&tonic

ジンリッキー

gin ricky 1000

ギムレット

gimlet

1100

マティーニ

martini

1100

モヒート ( 限定品 , 品切御免 )
マンハッタン
サイドカー

mojito 1400

manhattan
sidecar

800

1500

1600

キールロワイヤル kir royal 1400
ミモザ mimoza 1500
カシスソーダ
カシスオレンジ

cassis&clubsoda

800

cassis&orange 1000

★その他ミクソロジー・フレッシュフルーツのカクテル
mixology cocktail
特製 おとなのミックスジュース

☆soft drink

SP mix juice

900~1500

1200~

※アルコール商品優先のためお時間を頂戴するコトがございます

フレッシュジュース ( オレンジ , グレープフルーツなど )juice 800~1500( 時価 )
その他ジュース ( トマト , パイン , クランベリーなど ) 600~900
コカコーラ cocacola 600
牛乳 milk 600 ウーロン茶 oolng tea 600
ジンジャーエール ginger ale 600
ノンアルコールカクテル non-alc cocktail 800~
ノンアルコールビール non-alc beer 800

その他カクテルの例 (50音順)
¥800~¥2000
アイスブレーカー （アイスブレイカー） (Icebraker) 【tequila】
青い珊瑚礁 (Blue Coral Reef)
アカシア (Acacia) 【gin】
アップル・カー (Apple Car) 【apple brandy】
アドニス (Adonis) 【wine】
アブドゥーグ (Abdough) 【vodka】
アメリカーノ (Americano) 【wine】
アメリカン・レモネード (American Lemonade) 【wine】
アラウンド・ザ・ワールド (Around The World) 【gin】
アラスカ (Alaska) 【gin】
アレクサンダー (Alexander) 【brandy】
ウイスキー・コーク (Whiskey and Coke , Whisky and Coke) 【whisky】
ウイスキー・サイドカー (Whiskey Side Car , Whisky Side Car) 【whisky】
ウイスキー・ソーダ (Whiskey and Soda , Whisky and Soda) 【whisky】
ヴェスパー (Vesper) （ヴェスパー・マティーニ） 【gin】
ウォッカ・トニック (Vodka and Tonic)
ウォッカ・リッキー (Vodka Rickey)
X・Y・Z 【rum】
エクソシスト (Exocist) 【tequila】
エル・ディアブロ (El Diablo) 【tequila】
エンジェルズ・キッス (Angel's Kiss) 【liqueur】
オーガズム (Orgasm) 【liqueur】
オリンピック (Olympic) 【brandy】
オールド・パル (Old Pal) 【whisky】
オールド・ファッションド (Old Fashioned) 【whisky】
オレンジ・フィズ (Orange Fizz) 【gin】
オレンジ・ブロッサム (Orange Blossom) 【gin】
カウボーイ (Cowboy) -【whisky】
カシス・オレンジ (Cassis and Orange) 【liqueur】
カシス・ソーダ (Cassis and Soda) 【liqueur】
カーディナル (Cardinale) 【wine】
カーネル・コリンズ (Colonel Collins) カフェ・ガリアーノ (Caffe Galliano) 【liqueur】
カミカゼ (Kamikaze) 【vodka】
カルーア・ミルク (Kahlua and Milk) 【liqueur】
カンパリ・オレンジ (Campari and Orange) 【liqueur】
カンパリ・グレープフルーツ (Campari and Grapefrouit) 【liqueur】
カンパリ・ソーダ (Campari and Soda) 【liqueur】
カンパリ・ビア (Campari and Beer)
キッス・イン・ザ・ダーク (Kiss in the Dark)
キッス・オブ・ファイア (Kiss of Fire)
キティ (Kitty) 【wine】
ギブソン (Gibson) 【gin】
ギムレット (Gimlet) 【gin】
キューバ・リブレ (Cuba Libre) 【rum】
キューバン・スクリュー (Cuban Screw) 【rum】
キール (Kir) 【wine】
キール・インペリアル (Kir Imperial) 【wine】
キール・カーディナル (Kir Cardinal) 【wine】
キール・ロワイヤル (Kir Royale) 【wine】
クォーター・デック (Quarter Deck) 【rum】
グラスホッパー (Grasshopper) 【liqueur】
グラン・マルニエ・オレンジ (Grand Marnier and Orange) 【liqueur】
グラン・マルニエ・サイドカー (Grand Marnier Side Car) 【brandy】
グリーン・アラスカ (Green Alaska) 【gin】
グレイハウンド (Greyhound) vodka
コアントロー・オレンジ (Cointreau and Orange) 【liqueur】
コアントロー・トニック (Cointreau and Tonic) 【liqueur】
午後の死 （別名：ヘミングウェイ・カクテル） 【wine】
コスモポリタン (Cosmopolitan) 【vodka】
ゴッドファーザー (God Father) 【whisky】

ゴッドマザー (Godmother)
コープス・リバイバー (Corpse Reviver)
コペンハーゲン (Copenhagen) 【aquavit】
コルクスクリュー (Corkscrew) 【rum】
ゴールデン・キャデラック (Golden Cadillac) 【liqueur】
サイドカー (Side Car) 【brandy】
サザンカンフォート・スクリュー (Southern Comfort Screw) 【liqueur】
サラトガ (Saratoga) 【brandy】
サラトガ・クーラー (Saratoga Cooler) 【non alcohol】
サングリア (Sangria) 【wine】
サンフランシスコ (San Francisco) 【wine】
シー・ブリーズ (Sea Breaze) 【vodka】
ジャック・ローズ (Jack Rose) 【apple brandy】
ジャマイカン・ミュール (Jamaican Mule) 【rum】
ジャマイカ・ジョー (Jamaica Joe) 【liqueur】
シャーリー・テンプル (Shirley Temple) 【non alcohol】
シャルトリューズ・オレンジ (Chartreuse and Orange) 【liqueur】
シャルトリューズ・トニック (Chartreuse and Tonic) 【liqueur】
シャンディ・ガフ (Shandy Gaff) 【beer】
シャンパン・カクテル (Chanpagne Cocktail) 【wine】
ジョン・コリンズ (John Collins)【whisky】
シルク・ストッキングス (Silk Stockings) -【tequila】
ジン・アンド・ビターズ (Gin and Bitters) 【gin】
シンガポール・スリング (Singapore Sling) 【gin】
シンデレラ (Cinderella) （サンドリヨン） 【non alcohol】
ジン・トニック (Gin and Tonic) 【gin】
ジン・バック (Gin Buck) 【gin】
ジン・フィズ (Gin Fizz) 【gin】
ジン・ライム (Gin and Lime) 【gin】
ジン・リッキー (Gin Rickey) 【gin】
スカイ・ダイビング (Sky Diving) 【rum】
スクリュー・ドライバー (Screwdriver) 【vodka】
スコーピオン (Scorpion) 【rum】
スーズ・スプモーニ (Suze Spumoni) 【liqueur】
スーズ・トニック (Suze and Tonic) 【liqueur】
スティンガー (Stinger) 【brandy】
ストロー・ハット (Straw Hat) 【tequila】
スノーボール (Snowball)
スプモーニ (Spumoni) 【liqueur】
スプリッツァ (Spritzer) 【wine】
スレッジハンマー (Sledgehammer) 【vodka】
スロー・ジン・カクテル (Sloe Gin Cocktail)
スロー・テキーラ (Sloe Tequila) 【tequila】
セックス・オン・ザ・ビーチ (Sex on the Beach) 【vodka】
セブンス・ヘブン (Seventh Heaven) 【gin】
センチュリー (Century) 【brandy】
ソウル・キス (Soul Kiss) 【wine】
ソル・クバーノ (Sol Cubano) 【rum】
ソルティ・ドッグ (Salty Dog) 【vodka】
ダイキリ (Daiquiri) 【rum】
ダーティ・マザー (Dirty Mother) 【brandy】
ダービー (Derby)
チェリー・ブロッサム (Cherry Blossom)
チチ (Chi-Chi) 【vodka】
チャイナ・キッス (China Kiss) 【liqueur】
チャイナ・ブルー (China Blue) 【liqueur】
ディキ・ディキ (Diki Diki) 【apple brandy】
ディタ・スプモーニ (Dita Spumoni) 【liqueur】
テキーラ・サンセット (Tequila Sunset) 【tequila】
テキーラ・サンライズ (Tequila Sunrize) 【tequila】
テキーラ・トニック (Tequila and Tonic) 【tequila】
テコニック (Tequonic) 【tequila】
テールレス・ドッグ (Tailless Dog) 【vodka】
トム・コリンズ (Tom Collins) 【gin】
ニコラシカ (Nikolaschka) 【brandy】
ニューヨーク (New York) 【whisky】

ネグローニ (Negroni)
ノチェロ・シェーク (Nocello Shake) 【liqueur】
バカルディ (Bacardi) 【rum】
パナシェ (Panache) 【beer】
バーバラ (Barbara) 【vodka】
ハーベイ・ウォールバンガー (Harvey Wallbanger) 【vodka】
バーボネラ (Bourbonella) 【whisky】
バラライカ (Balalaika) 【vodka】
バレンシア (Valencia) 【liqueur】
バンブー (Bamboo) 【wine】
B&B （ビー・アンド・ビー）
ピーチツリー・トニック (Peachtree and Tonic) 【liqueur】
ビッグ・アップル (Big Apple) 【vodka】
ビトウィーン・ザ・シーツ (Between the Sheets)
ピニャ・コラーダ (Pina Colada) 【rum】
ピンク・ジン (Pink Gin) 【gin】
ファジー・ネーブル (Fuzzy Navel) 【liqueur】
フォーティーセカンド・ストリート (42nd Street) 【wine】
プース・カフェ (Pousse Cafe) 【liqueur】
プッシー・キャット (Pussy Cat) 【non alcohol】
ブラジル (Brasil) 【wine】
ブラック・ベルベット (Black Velvet)
ブラック・ルシアン (Black Russian) 【vodka】
ブラッディ・マリー (Bloody Mary) 【vodka】
フランシス・アルバート (Francis Albert)
ブランデー・サワー (Brandy Sour) 【brandy】
ブル・ドッグ (Bull dog) 【vodka】
ブルー・ハワイ (Blue Hawaii) 【rum】
ブルー・マンデー (Blue Monday) 【vodka】
ブルームーン (Blue Moon) 【gin】
ブルー・ラグーン (Blue Lagoon) 【vodka】
フレンチ・カクタス (French Cactus) 【tequila】
フレンチ・コネクション (French Connection) 【brandy】
ブロードウェイ・サースト (Broadway Thirst) 【tequila】
フロリダ (Florida) 【non alcohol】
ブロンクス (Bronx) 【gin】
ペドロ・コリンズ (Pedro Collins) 【rum】
ベリーニ (Bellini) 【wine】
ベルベット・ハンマー (Velvet Hammer) 【liqueur】
ボイラー・メーカー (Boiler Maker) 【beer】
ボストン・クーラー (Boston Cooler) 【rum】
ホーセズ・ネック (Horse's Neck) 【brandy】
ボッチ・ボール (Boccie Ball) 【liqueur】
ホット・バタード・ラム (Hot Buttered Rum) 【rum】
ボヘミアン・ドリーム (Bohemian Dream) 【liqueur】
ポーラー・ショート・カット (Polar Short Cut)
ボルガ・ボートマン (Volga Boatman)
ホワイト・スパイダー (White Spider) 【vodka】
ホワイト・ルシアン (White Russian) 【vodka】
ホワイト・レディ (White Lady) 【gin】
ホワイト・ローズ (White Rose) 【gin】
ポンピエ (Pompier) 【wine】
マイアミ・ビーチ (Miami Beach) 【rum】
マイタイ (MAI-TAI) 【rum】
マグノリア (Mgnolia) 【brandy】
マグノリア・ブロッサム (Mgnolia Blossam) 【gin】
マタドール (Matador) 【tequila】
マティーニ (Martini ) 【gin】
マリブ・オレンジ (Malibu and Orange) （別名：マリブ・ビーチ） 【liqueur】
マルガリータ (Margarita) 【tequila】
マンハッタン (Manhattan) 【whisky】
ミスティ (Misty) 【liqueur】
ミドリ・ミルク (Midori and Milk) 【liqueur】
ミモザ (Mimosa) 【wine】
ミリオン・ダラー (Million Dollar) 【gin】
ミント・ジュレップ (Mint Julep) 【whisky】

メキシカン (Mexican) 【tequila】
メキシカン・ミュール (Mexican Mule) 【tequila】
メキシコーラ (Mexicola) 【tequila】
メロンボール (Melonball) 【liqueur】
モスコー・ミュール (Moscow Mule) 【vodka】
モッキンバード (Mockingbird) 【tequila】
モヒート (Mojito) 【rum】
モンテカルロ (Monte Carlo) 【whisky】
雪国 （ゆきぐに） 【vodka】
楊貴妃 (Yang Kuei Fei) （ようきひ） 【wine】
ライチ・グレープフルーツ (Litchi and Grapefruits) 【liqueur】
ライチ・ソーダ (Litchi and Soda) 【liqueur】
ラスティ・ネイル (Rusty Nail) 【whisky】
ラスト・キッス (Last Kiss) 【rum】
ルシアン・ネイル (Russian Nail) 【vodka】
レッド・アイ (Red Eye) 【beer】
レッド・バード (Red Bird) 【vodka】
ロード・ランナー (Road Runner) 【vodka】
ロブ・ロイ (Rob Roy) 【whisky】
ロングアイランド・アイスティー (Long Island Iced Tea)

★barfood menu ( おつまみ )★
※お呑みもののご注文を優先いたしますので、
おつまみは20分以上の
お時間を頂戴する場合がございます。
ご了承ください。
尚、
高品質保持の限定商品のため欠品の場合はご容赦ください。
バーですのでfoodの価格は少しお高くなっています。一人前の
料金です。

(L.O.0時目安)

チョコレート

600

ピスタチオ

700

コンビーフ 900
天狗のビーフジャーキー
チーズ盛り合わせ

1000
1300~

(3~5種類)

チーズ(単品)
ソーセージ盛り合わせ
(4本程度)

800~
1500

キングオスカーの
オイルサーディン (和風)

1300

熟成カレーとパン 1300

※チャームのおかしのおかわり 400
フルーツカット(カクテル用フルーツ,お断りすることがございます)

1500~

★2022 winter
recommend おすすめ
★１度吞んでみて欲しい厳選シングルモルト
☆クセの少ないタイプ
クラガンモア cragganmore

1300

ザ・グレンリベット

glenlivet

1300

☆クセのキツいタイプ
タリスカー

talisker

ラガヴーリン 16 年

1300

ラフロイグ 15 年 laphloaig15y

★アウトローで覚えよう
☆ウィスキー入門３種

lagavulin16y

1600

2800

初心者向けウィスキー 厳選お試しセット

(1 杯 20ml 程度 x3)

1600~

☆大人のたしなみ シングルモルト 3 種
☆マニア志向 ブレンデッド３種

2000~

1400~

☆バーボン厳選３種

1400~

※メニュウはすべてあくまで目安です。
お吞みになりたいものをプロのバーテンダーにお気軽にご相談ください。
その方が貴方に合った新しいカクテルやウィスキーと出会えます。 オーダ
ーのコツは、「甘さ加減」と「アルコールの強さ」です。
尚、弊店はベースになるお酒が 50ml~80ml と他店より多くなってますので、
ご面倒おかけしますが、
普通のカンジでいい場合は「薄めで」とお伝えください ( 価格は同じです )。

★フレッシュフルーツジュースなどのミクソロジーカクテル
( 数量限定売 , 切れ御免 )
おとなのミックスジュース

( バナナ１本 , オレンジ半分以上入り )

1200

すりおろしりんごとグレープフルーツと
ノルマンディのお酒のカクテル

1200

木苺のリキュールとグレープフルーツのカクテル 1000
特製シロップとライムたっぷりモヒート ( 売り切御免 )
アウトローオリジナル コアントロリッキー
ライムたっぷり 特製 ジンリッキー

1400

1000

1000

ホットくるみミルク
1200
フレッシュなグレープフルーツのソルクバーノ 1000
あるかないかわからない本日の限定カクテル

時価

