
Glass wine
グラスワイン

80

カシスやチェリーのアロマ、BANが贈る超コスパワイン

セニョーリオ デ マレステ カベルネ (88)

260

ＢＡＮでしか飲めない自社輸入のオーガニックワイン！

ビアジ モンテプルチアーノ ダブルッツォ (286)

Red

80

白い花や洋ナシのアロマ、BANが贈る超コスパワイン

セニョーリオ デ マレステ シャルドネ (88)

260

ＢＡＮでしか飲めない自社輸入のオーガニックワイン！

ビアジ トレッビアーノ ダブルッツォ (286)

White

190

赤い果実を思わせるニュアンスが特徴的なしっかり辛口ロゼ！

クリテール ヴーヴ デュ ヴェルネ ロゼ (209)

190

くっきりしたフルーティーなブーケ、人気の赤微発泡ワイン!

モデネージ ランブルスコ (209)

170

きれっきれの辛口スパークリングワイン！

ペルリーノ ソット ボスコ (187)

150
りんごで造った甘口スパークリングワイン！食後にもおすすめ！

シードル アルティザン ドゥー (165)

Sparkling
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Beer
ビール

Glass
180スーパードライ生 (198)

210シャンディガフ (231)

260レモンビア (286)

190ドライゼロ (209)

Bottle
450

濃厚なピーチの味が特徴のランビックビール

リンデマンスピーチ (495)

590
BANにピッタリなクラフトビールが見つかりました！

ミート＆ミート (649)

Craft beer
320

ハーブによる爽やかな香り、小麦麦芽によるほのかな酸味と
柔らかな味わいが特徴。

常陸野ネストホワイトエール (352)

320
ニューヨークNo.1クラフトビール。
爽やかな飲み口と華やかなホップの香りやカラメル麦芽の余韻が楽しめる。

ブルックリンラガー (352)

320
あざやかで華やかなカスケードホップの香り。
飲み終わりまで続く余韻。

よなよなエール (352)

320
いちじくやみかんのような香りを、余すことなく引き出しました。

MURAKAMI SEVEN IPA (352)
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Lemon sour
レモンサワー

150

フレッシュレモンにミントの爽快感をプラス!

ミント香るレモンサワー (165)

150

自家製レモネードのオリジナルレモンサワー

自家製レモネードサワー (165)

150

体力低下時におすすめ！塩分補給レモンサワー

ソルティーレモンサワー (165)

170
ライムのパンチが効いた欲張りレモンサワー

ラモンサワー (187)

150

レモネードと赤ワイン、定番です

アメレモサワー (165)

210

自家製ジンジャーシロップを使用した贅沢レモンサワー

ジンジャーレモンサワー (231)

150

きっちり仕事をこなすストロング系コロイチレモンサワー

鬼レモンサワー (165)

210
最高級カシスとレモンサワーのセレブな出会い

超カシスレモンサワー (231)

170
楊貴妃好みのライチを使ったレモンサワー

クイーンレモンサワー (187)

90
BANのレモンサワーは生搾りレモンとウォッカベースの
プレミアムレモンサワー!

レモンサワー (99)
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Highball
ハイボール

110コーラハイボール (121)

110ジンジャーハイボール (121)

100鬼ハイボール ウイスキーダブル (110 )

300
アイラ島の風を感じてください。

潮風ハイボール (330 )

250
これはまさしく飲むポップコーン！！！

ポップコーンハイボール (275)

50ブラックニッカハイボール (55)

Whisky
ウイスキー

50ブラックニッカ (55)

250シングルモルト 余市 (275)

250シングルモルト 宮城峡 (275)

150ジャックダニエル ブラック (165)

290

ハイランド地区を代表する銘柄、完璧すぎるウイスキーと呼ばれています。

グレンモーレンジィ (319)

450

ほぼ100％ライ麦を使用したプレミアムライウイスキー、
ライウイスキーの概念を覆す逸品です。

ホイッスルピッグ (495)

360

長期熟成させた限りある原酒を
惜しみなく使って生まれる最上級のフォアローゼズ。

フォアローゼズ プラチナ (396)

290

スコッチシングルモルトウイスキーの中でも個性的な味わいのアードベッグ。
強烈なスモーキーな味わいにクリーミーさが魅力。

アードベッグ10年 (319)
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Fruits sparkling wine
まるごとフルーツスパークリング

360ストロベリー (396)

シャインマスカット 360 (396)

供給過多になってしまったフルーツ(アートロックフルーツ)を
使用した見た目もおいしいサステナビリティスパークリング！

Charcoal
炭

100黒ハイボール (110 )

130黒ワイン (143 )

150黒レモンサワー (165 )

美容に効く！黒シリーズ
高級赤松の炭を溶かした美容に効く新世代カクテル!

230黒モヒート (253 )
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Wine cocktail
ワインカクテル

150 (165 )自家製サングリア
創業から変わらないオリジナルレシピの自家製サングリア!

90 (9 9 )スプリッツァールージュ
ごくごく飲める赤ワインのソーダ割り!

120 (132 )オペレーター
白ワイン＋ジンジャエール

120 (132 )キティ
赤ワイン＋ジンジャエール

150 (165 )キール
白ワイン＋カシス

120 (132 )カリモーチョ
赤ワイン+コーラ

150 (165 )カーディナル
赤ワイン+カシス

150 (165 )ミモザ
オレンジ＋スパークリングワイン

190 (2 0 9 )キールロワイヤル
カシス＋スパークリングワイン

190 (2 0 9 )フラワーロワイヤル
スパークリングワインとエルダーフラワーを合わせた華やかなカクテル

190 (2 0 9 )ベリーニ
ネクター＋スパークリングワイン

90 (9 9 )スプリッツァー
ごくごく飲める白ワインのソーダ割り!
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Spirits

Gin

スピリッツ

160ジントニック (176)

100ジンリッキー (110 )

120ジンバック (132 )

160 (176)

100 (110 )

120 (132 )

Vodka

ウォッカトニック 

ウォッカリッキー 

モスコミュール 

Micho sour
ほろ酔い美酢サワー

ザクロ 100 (110 )

100パイン (110 )

100マスカット (110 )

韓国生まれのフルーツビネガーを使った、
身体に優しいほろ酔いサイダー！
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Cocktail
カクテル

120 (132 )無限抹茶ハイ

190 (2 0 9 )本気のカシスウーロン

140 (15 4 )ファジーネーブル

140 (15 4 )ピーチソーダ

140 (15 4 )レゲェパンチ

140 (15 4 )ライチオレンジ

140 (15 4 )ライチソーダ

140 (15 4 )ライチウーロン

140 (15 4 )カルーアミルク

190 (2 0 9 )

甘酸っぱい、爽やかモヒート!

レモネードモヒート

190モヒート (2 0 9 )

フレッシュミントとライムのスタンダードモヒート

190 (2 0 9 )本気のカシスソーダ
これを飲んだら、もう他のカシスは飲めない！

190 (2 0 9 )本気のカシスオレンジ
超高級！ブルゴーニュカシスリキュールを贅沢に使用した
ワンランク上の本気カクテル
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Mocktail
モクテル

MOCKTAILS -モクテル- とは

100 (110)シャーリーテンプル
グレナデンシロップ＋ジンジャエール

100 (110)バージンモヒート
メイプルシロップ＋ミント＋ライム

120 (132)花の天然水
エルダーフラワー＋ソーダ

150 (165)ピーチトニック
ネクター＋トニック

170 (187)酔わない赤ワイン
ぶどうジュースで作った安心ノンアルコールワイン

擬似=Mock(モック)+Cocktail(カクテル)
甘くて美味しい、お酒が苦手な人でも楽しめるノンアルカクテル！
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Soft drink
ソフトドリンク

190 (2 0 9 )クラフトコーラ
10種類以上のスパイスで作ったこだわりのコーラ

190 (2 0 9 )クラフトジンジャエール
BANオリジナル！こだわりのジンジャーエール

330 (3 6 3 )ヒルドンスパークリング 330ml
エリザベス女王ご愛飲のスパークリングウォーター

80 (8 8 )オレンジジュース

80 (8 8 )コーラ

80 (8 8 )ジンジャーエール

100 (110 )ピーチネクター

60 (66)烏龍茶

0 (0 )お水

170 (187)ワイナリーのブドウジュース 赤
ワイナリーが丹精こめて作ったワンランク上のぶどうジュース
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