
香の森

長年、ハーブを研究してきた
養命酒製造が国産ハーブ
「クロモジ」の葉、細枝、太
枝、それぞれの部位の特徴を
活かして作ったクラフトジン。

長 野 alc 47%
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CRAFT GIN

GARNISH HOW TO ORDER
①Q Tonic Water

お好きな
CRAFT GINを

3種
お選びください。

お好きな
TONIC WATERを

1種
お選びください。

お好きな
GARNISHを

3種
お選びください。

飲み比べセット ¥1,000クラフト ジン

トニックウォーター

ガーニッシュ
TONIC WATER

季の美

京都と英国の伝統を融合さ
せた京都蒸留所のクラフトジ
ン。ボタニカルに玉露、柚子、
山椒、赤紫蘇、生姜などを使
用。

京 都 alc 45%

岡 山

米焼酎をベースにコリ アン
ダー、シナモンなど10種類の
ボタニカルを使用。蒸留後に
樫樽で貯蔵しているためウィ
スキーのような色 合い。

岡 山 alc 50%

まさひろオキナワジン

沖縄初のクラフトジン。ベース
スピリッツに泡盛を使用。ボタ
ニカルは南国ならではのもの
を使用しているので、南国の
風を感じられます。

沖 縄 alc 47%

KIBOU

アカエゾマツの深いオレンジ
の香りを基調に、北海道産・
積丹町産のボタニカルからな 
る、豊かな大地の蒸溜酒。

北海道積丹町 alc 45%

9148

ボタニカルに昆布、切干大
根、干し椎茸を使用した旨味
とコクの凝縮された北海道産
のクラフトジン。

北 海 道 alc 45%

80 "YASO" GIN

「野草」を中心に80種類の
原料と23種類のボタニカル
を蒸留した、植物の力を秘め
た全く新しいジン。

新 潟 alc 41%

ROKU

日本ならではの6種のボタニ
カル【桜花、煎茶、玉露、山
椒、柚子】を使用。桜の香り
や爽やかな柚子とお茶の風
味、後味に山椒のスパイシー
さが特徴。

大 阪 alc 47%

桜尾 Limited

牡蠣の殻などの山海の幸が
豊富な広島産の厳選した17
種類のボタニカルを使用。凝
縮された旨味を感じることが
できます。

広 島 alc 47%

Kingsbury Victorian Vat Gin

通常のジンの2倍以上のジュ
ニパーベリーを使用。強烈な
ジュニパーとスパイシーな香り
が特徴的で、ビターかつドライ
な味わい。

スコットランド alc 47%

季の美
スロージンタイプ ハスカップリキュール

北海道産の「ハスカップ」と
京都産梅「城州白」を浸漬
後、北海道産の甜菜を加え、
ハスカップならではのチャーミ
ングな酸味、梅酒 のようなジ
ン。アルコール度数低め。

京 都 alc 30%

THE BOTANIST

繊細なメンソールやアップル
ミント,蜂蜜やココナッツなど
のアロマな甘さを伴った香
り。味わいは上質で滑らかな
口当たり。

スコットランド　アイラ島 alc 46%

ORI-GiN1848

テーマである「一口で沖縄の
魅力が伝わる」ように、ピーチ
パインレモングラス、シー
クヮーサーリーフの他、9種類
の沖縄のボタニカルを厳選。

沖 縄 alc 48%

MONKEY 47

ブラックフォレスト原産の47
種類の珍しいボタニカル(香
味植物)を使用。ハーブやフ
ルーツが織り成す、複雑でバ
ランスの取れた味わい。

ドイツ alc 47%

Le Gin de Christian Drouin

ボタニカルにジンには珍しい
リンゴを使用非常に フルーテ
ィーで甘みが多く、ローズやバ
ニラが華やかな香り。

フランス alc 42%

HENDRICK’S

11種のボタニカルにバラの
花びらやきゅうりのエキスをプ
ラスしたジン。濃縮された甘く
華やかなバラのエッセンスオイ
ルの香りが特徴。

alc 44%

槙-KOZUE-

上質で清らかな[森林の香り]
が、かんきつ類ならではの華
やかな香りと上品に混ざり、ア
クセントの山椒が後味を、ジン
らしくキリっと引き締めます。

和 歌 山 alc 47%

Empress 1908

鮮やかなインディゴブルーの
色合いは「バタフライピーの
花」から抽出しており、トニック
ウォーターを混ぜると淡いピン
ク色に変色します。フルー
ティーで 非常に飲みやすい。

カナダ alc 42.5%

Generous Gin

シトラス、ピンクペッパー、ジャ
スミン、エルダーフラワーなどの
ボタニカルを使用。苦み、酸
味、甘みの理想的なフランス
のジン。

フランス alc 44%

HINATA

日向夏、ヘべス、カモミール、レ
モンバームなどの優しい香りを
放つハーブやカルダモン、シナ
モンなどのスパイスを使用。女
性におすすめの味です。

宮 崎 alc 47%
jin jin GIN

球魔焼酎「あさぎりの花」をベ
ースに、熊本産の柑橘類の
皮をボタニカルに使用。

熊 本 alc 47%

KIKKA GIN

米焼酎をベースに大和橘の
柑橘系の香りと大和当帰の
個性的な甘い芳醇な味わい
が楽しめます。果実の皮から
出るオイリーな味わいも魅力。

奈良 alc 59%

油津 吟 YUZU GIN

芋焼酎がベースの和製クラ
フトジン。ゆずなど柑橘系を中
心とした9種類のボタニカル
を使用し、後味は生姜と胡椒
でスパイシーな風味。

宮 崎 alc 47%

和GIN

日本酒を蒸留し10年間貯蔵
したスピリッツをベースにレモ
ンピールやオレンジピールなど
7種類のボタニカルを使用。
豊かな香りと爽快な味わい。

茨 木 alc 45%

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ キニーネの苦みとアガベ優しい甘さ
②Schweppes Tonic Water
炭酸強めでほろ苦さのある、爽やかな
味わい

③
キニーネの独特の清潔で爽やかな味と香り

④
キニーネを減らした、よ り香りの良い軽い
味わい

⑤n.e.o Premium Tonic Water
沖縄産シークヮーサー果 汁を使用した、
酸味と苦 味の絶妙なバランス

⑥Kizashi Tonic Water Kihada
ミカン科キハダから生まれた清 し々い苦味

FEVER-TREE
Premium Indian Tonic Water

FEVER-TREE
Mediterranean Tonic Water

STEP1 STEP2 STEP3

スコットランド

□生　姜

□シナモンスティック

□きゅうり

□ライム

□シークワーサー

□ゆ　ず

□山　椒

□オレンジ

□グレープフルーツ

□ピンクペッパー

□カルダモン

□ブラックペッパー


