
アサヒスーパードライ生 ＜グランデ＞ 850 

アサヒビールオリジナル東京 2020 オリンピックスペシャルジョッキ
アサヒビールは東京 2020 ゴールドパートナー（ビール）です。

アサヒスーパードライ生 <ロング> 750

アサヒスーパードライ生 <ショート> 490 

Summer Breeze (夏の風)  <500ml> 1200 
農園リゾート・ザファームのクラフトビール （ WCB 醸造所 ） 
Hazy IPA ホップを大量に使った濁ったインディアンペールエール

《サワーベース》 

【GAP】 レモンサワー 690 

【GAP】 ライムサワー 690 

《ビールベース》 

シャンディガフ 690 

《カシスベース》 

カシスオレンジ 690 

カシスグレープフルーツ 690 

カシスソーダ 690 

《ピーチベース》 

ファジーネーブル 690 

ピーチウーロン 690 

《ジンベース》 

【GAP】 ジンリッキー 690 

【GAP】 ジントニック 690 

ジンバック 690 

《ウォッカベース》 

【GAP】 京都和紅茶ウォッカ 690 

【GAP】 トマトウォッカトニック 690 

スクリュードライバー 690 

ウォッカトニック 690 

モスコミュール 690 

《ワインベース》 

オペレーター 690 

キティ 690 

キール 690 



ハイボール 650 

ジンジャーハイボール 690 

ピーチハイボール 690 

オレンジハイボール 690 

竹鶴 プレミアムハイボール 750 

余市 プレミアムハイボール 850 

【GAP】 ねっか《米》 【ねっか奥会津蒸留所/福島】 750 

【GAP】 ばがねっか《米》 【ねっか奥会津蒸留所/福島】 850 

吟香 鳥飼《米》 【鳥飼酒造/熊本】 690 

つくし《麦》 【西吉田酒造/福岡】 690 

富乃宝山《芋》 【西酒造/鹿児島】 690 

【GAP】 鶴空《芋》 【JAL Agriport/千葉】 850 

【GAP】 

立山 出羽燦々 生酛純米吟醸 【立山酒造/富山】 850 

店長おすすめ 

プレミアム飲み放題 

店内の全種類のお酒が飲み放題 

グランイート銀座 厳選ボトルワインのリストも対象 

《120分》 2,530  《時間無制限》 2,970 

30 種類のお酒が飲み放題のスタンダード飲み放題 1,650 円もございます 

《ワイン》 

【GAP】 季節のサングリア 《赤/白》 650 

ハウスワイン 《赤/白》 <グラス> 650 

ハウスワイン 《スパークリング》 <グラス>  650

グランイート銀座 厳選ボトルワインのリストもご覧ください 

＊プレミアム飲み放題は、ボトルワインのリストも対象です 

《ベルモット》 1757年創業チンザノ社のフレーバードワイン 

イタリア産 チンザノ ドライ《辛口》 <ロック/ソーダ> 690 

イタリア産 チンザノ ロッソ《甘口》 <ロック/ソーダ> 690 

イタリア産 チンザノ オランチョ《柑橘の風味》
<ロック/ソーダ>

690

《梅酒》 

濃醇梅酒 <ロック/ソーダ> 690 

ノンアルコールビール ドライゼロ 650 

【GAP】 京都和紅茶ソーダ 650 

【GAP】 ノンアルコール レモンサワー 650 

【GAP】 ノンアルコール ライムサワー 650 

ノンアルコール ファジーネーブル 650 

ノンアルコール ピーチウーロン 650 

シャーリーテンプル 650 

グランイート銀座 特製本日のスムージー 650 

KOMBUCHA（発酵紅茶・コンブチャ） 850 

全て税込み価格となります 



スタンダード飲み放題

30種類のお酒が飲み放題 

《120分》 1,650  《時間無制限》 2,200 

アサヒスーパードライ ハイボール

ピーチハイボール 

オレンジハイボール

《サワーベース》 焼酎 《米》 《麦》 《芋》 

【GAP】 レモンサワー 

【GAP】 ライムサワー 

《ジンベース》 立山 本醸造 冷酒 【立山酒造/富山】 

【GAP】 ジンリッキー 

《カシスベース》 

カシスオレンジ ハウスワイン 《赤/白》

カシスグレープフルーツ

カシスソーダ

《ピーチベース》

ピーチウーロン 

ファジーネーブル

《ウォッカベース》 ノンアルコールビール ドライゼロ

スクリュードライバー 【GAP】 京都和紅茶ソーダ 

モスコミュール
【GAP】 

ノンアルコール レモンサワー

《ワインベース》 
【GAP】 

ノンアルコール ライムサワー

オペレーター ノンアルコール ファジーネーブル

キティ ノンアルコール ピーチウーロン

キール シャーリーテンプル

店長おすすめ 

プレミアム飲み放題 

店内の全種類のお酒が飲み放題 

グランイート銀座 厳選ボトルワインのリストも対象 

《120分》 2,530  《時間無制限》 2,970 

おすすめのスピリッツ 

ねっか 
ねっか奥会津蒸留所 

福島の山奥の、そのまた奥にある日

本一小さな蒸留所。酒米を栽培した

農家が自分で醸し、丁寧に蒸留する

ことで、他にはないフルーティーなク

ラフト米焼酎を創り出しました。GAP

認証の米を使用。

ねっか 米焼酎 748円 
ストレート／ロック／水割り／ハイボール

吟醸香と米の旨味の両方を感じる逸品。 IWSC2017・

2018 シルバーメダル、HKIWSC2018（香港）ゴールドメダ

ル、CINVE2019(スペイン）最高賞。

ばがねっか 米焼酎 825円 
ストレート／ロック／水割り／ハイボール

吟醸酒と同じ精米歩合まで削って醸し、より高い香りを

出しました。IWSC2018シルバーメダル。

鶴空 
JAL Agriport 

日本航空 (JAL)オリジナルの芋焼

酎。JAL ワインアドバイザー、JAL 客

室乗務員、ホテル日航成田シニアソ

ムリエが協力。トップクラスのクオリ

ティで、入手困難な焼酎の一つ。

鶴空 825円 
ストレート／ロック／水割り／ハイボール

「紅はるか」と「紅あずま」を醸し蒸留した原酒をブレンド

し、フルーティーな風味と甘い味わいを感じる逸品。

JAL Agriport は、GAP 認証を持つ自社農場で自ら芋を

作り、焼酎を醸しています。 

全て税込み価格となります 全て税込み価格となります 


