
DRINK MENU

BEER

BEER COCKTAIL

BOTTLE BEER

SPY

HIGH-BALL

Draft Singha beer ( タイ） 
樽生シンハービール 880 (968)

Tax in

1,600 (1760)

Singha beer
シンハー

( タイ）
880 (968)

Chang beer
チャーン

( タイ）
800 (880)

Bintang beer
ビンタン

( インドネシア）
800 (880)

333 beer
333バーバーバー

( ベトナム）
860 (946)

Saigon Special beer
サイゴンスペシャル

( ベトナム）
860 (946)

Tiger beer
タイガー

( シンガポール）
960 (1056)

ワインをベースにしたフレッシュでフルーティーな
フレーバーを揃えたワインクーラー&カクテル

優しい泡と豊かな香りのマスカット&シャルドネフレーバー
SPY Gold Moscato
SPYゴールドモスカート 750 (825)

程よい酸味と厚みのあるボディのカシスフレーバー
SPY Red
SPYレッド 750 (825)

爽やかなライムの香りをワインにプラス
SPY Kamikaze
SPYカミカゼ 750 (825)

ストロベリーフレーバーのチャーミングな味わい
SPY Mai tai
SPYマイタイ 750 (825)

Draft beer 
樽生キリン一番搾り 750 (825)

Non-alcoholic beer
キリン零 ICHI ( ノンアルコール） 550 (605)

SHOCHU COCKTAIL

Lemon sour
レモンサワー 600 (660)

Acerola rose hip sour
アセロラローズヒップサワー 600 (660)

Flat lemon sour
シークワーサーサワー 600 (660)

Oolong tea sour
ウーロンハイ 600 (660)

Guava sour
グァバハイ 650 (715)

Mango sour
マンゴーハイ 650 (715)

 High-Ball
 ハイボール

(500ml)

(500ml)

680 (748)

680 (748)

680 (748)

Ginger High-Ball
ジンジャーハイボール

( タイ）

WINE

Monsoon Vally

＜赤・白＞
グラス
ボトル

モンスーン・バレー 550 (605)

3500(3850)

Coke High-Ball
コークハイボール

Ginger ale + Draft beer

シャンディーガフ
ジンジャーエール＋生ビール

750 (825)

750 (825)

Cassis + Draft beer

カシスビア
カシスリキュール＋生ビール

750 (825)

Mango + Draft beer

マンゴービア
マンゴージュース＋生ビール

ASIAN SHOCHU

Lua Moi
ルアモイ

（ベトナム）
580 (638)

Nep Moi
ネプモイ

（ベトナム）
580 (638)

Mon Siam
モンシャム

（タイ）
600 (660)

Mekong
メコン

（タイ）
650 (715)

Pint Size

SPY Mai tai



ASIAN TEA COCKTAIL

NON-ALCOHOL COCKTAIL

ORIGINAL MOJITO

Mango mojito
マンゴーモヒート 750 (825)

Kiwi mojito
キウイモヒート 750 (825)

Berry berry mojito
ベリーベリーモヒート 750 (825)

Mojito
モヒート 700 (770)

SOFT DRINK
&

Cafe 

Mango juice
マンゴージュース 550

(605)

550
(605)Guava Juice

グァバジュース

550
(605)Pineapple juice

パイナップルジュース

500
(550)Grapefruit juice

グレープフルーツジュース

500
(550)Orange juice

オレンジジュース

500
(550)Coca Cola

コカ・コーラ

500
(550)Ginger ale

ジンジャーエール

500
(550)

Cold oolong tea
アイスウーロン茶

500
(550)Melon soda

メロンソーダ

ココナッツメロンソーダ

[Green Banana syrup・Pine juice・Ginger ale]

グリーンバナナスパークル
[ グリーンバナナシロップ・パインジュース
・ジンジャーエール ][Lemon・ Syrup・Soda]

レモンスカッシュ
[ レモンシロップ・ソーダ ]

[Lemon ・Syrup・Jasmin tea・Soda]

ジャスミンスカッシュ
[ レモンシロップ・ジャスミン茶・ソーダ ]

[Coconut Milk ・ Pine juice]

ココナッツパインジュース
[ ココナッツミルク・パインジュース ]

[Coconut Milk・ Mango juice]

ココナッツマンゴージュース
[ ココナッツミルク・マンゴージュース ]

[Coconut Milk・ Melon soda]

[ ココナッツミルク・メロンソーダ ]

[ Pine liqueur・Grapefruit juice・Lemon juice
・Soda]

パイナップルスプラッシュ
[ パインリキュール・グレープフルーツ
・レモン・ソーダ ]

[Coconut liqueur ・Orange・ Pine Juice・Soda]

ココナッツボール
[ ココナッツリキュール・オレンジ
・パイン・ソーダ ]

[Mongo liqueur・Mongojuice・Soda]

マンゴースプライス
[ マンゴーリキュール・マンゴー・ソーダ ]

[White wine・Kiwi juice・Soda]

キウイスプリッツァー
[ 白ワイン・キウイ・ソーダ ]

[Lychee liqueur・Guava juice・Jasmin tea]

楊茶 ヤンチャ

シャオジェ

スイチャ

[ ライチ・グァバジュース・ジャスミン茶 ]

[Amaretto・Orange juice・Jasmine tea]

子姐茶
[ アマレット・オレンジジュース・ジャスミン茶 ]

[Peache liqueur・Soda・Jasmine tea]

酔茶
[ ピーチ・ソーダ・ジャスミン茶 ]

[Rum・Banana syrup・Lime juice・Soda]

バナナラムパンチ
[ ラム・バナナ・ライム・ソーダ ]

[Lychee liqueur ・Lemon juice・Pine juice
・Ginger ale]

ライチスパークル

[Lychee liqueur・Blue Curacao
・Grapefruit juice・Tonic]

チャイナドラゴンブルー
[ ライチリキュー・ブルーキュラソー
・グレープフルーツ・トニック ]

[ ライチリキュール・レモン・パイン
・ジンジャーエール ]

[ ソーダ・コーラ・トニック・ジンジャーエール・ジュース各種 ]

[Soda・Cola・Tonic・Ginger are・Juice]

ジン　ウォッカ　ラム　テキーラ　カシス　ピーチ　ライチ　カンパリ　マンゴー
お好みのスタイルでご用意させていただきます。

Gin・Vodka・Rum・Tequila・Cassis・Peach・Lychee・Campari・Mango

TROPICAL COCKTAIL

600
(660)Perrier

ペリエ

500
(550)Coffee

コーヒー
（HOT/ICE)

500
(550)Jasmine tea

ジャスミン茶
（HOT/ICE)

550

ALL 650 (715)

ALL 650 (715)

ALL 650 (715)

ALL 750 (825)

(605)
Vietnamese style coffee
ベトナムコーヒー

（HOT/ICE)

STANDARD COCKTAIL


