
Festive Party Libations 

 

 
ラムケッグ（小樽入り 4 名さま） ・・・ ¥4,400 
RUM KEG(for four persons) 
ライトラムとダークラムをミックスし、リキュールと 
トロピカルフルーツをブレンドしてあります。 

 
トレーダーヴィックス ラムカップ（2 名さま） ・・・ ¥3,600 
TRADER VIC'S RUM CUP(for two persons) 
ライトラム、オレンジ、レモン、ライムにブランデーを混ぜた飲物。 

 

 
 
スコーピオン（4 名さま） ・・・ ¥4,400 
SCORPION(for four persons) 
ライトラム、果汁、ブランデーそれにアーモンドの味をちょっぴり・・・・・・ 
素敵なお花が浮かんでいます。 

 
ラムギグル（2 名さま） ・・・ ¥3,600 
RUM GIGGLE(for two persons) 
お 2 人で気どらず、楽しんでいただけるドリンク。 
ラムをベースにフルーツジュースなど香りの競演を贈ります。 

 



 
ティキボウル ・・・ ¥2,900 
TIKI BOWL 

素敵なラムパンチ。 
タヒチの守り神”ティキ”がボウルを支えています。 

Tikinis 

 

 
トレーダーヴィックス ダイキュリー ・・・ ¥1,600 
TRADER VIC'S DAIQUIRI 

凍った飲物とでも申しましょうか・・・・・・。 

 

ハバナゴールド ・・・ ¥1,300 
HAVANA GOLD 

ペルノーがちょっぴり入ったフローズン ダイキュリー 

 
シボネー ・・・ ¥1,300 
SIBONEY 

素晴らしいカリブ海のカクテル シボネーインデアンの名を付けました。 

 

バナナダイキュリー ・・・ ¥1,500 
BANANA DAIQUIRI 

 
タヒチアンゴールド ・・・ ¥1,500 
TAHITIAN GOLD 

フレンチラムとペルノーがちょっぴり入ったフローズンダイキュリー。 

 

 



 
ギムレット ・・・ ¥1,300 
GIMLET 

ドライジンと、フレッシュラムジュース。アントリハム僧のスペシャルグラスも魅力。 

 
ワイキキ ・・・ ¥1,300 
WAIKIKI 

バーボンウイスキーとリキュールの飲物。 

 

チャニーズイッチ ・・・ ¥1,300 
CHINESE ITCH 

ダークラムベースの優雅な味わい。 

 
ブラックウィドウ ・・・ ¥1,300 
BLACK WIDOW 

ゴールドラムとリキュールの飲物。 

 

ホノルル ・・・ ¥1,500 
HONOLULU 

パイナップルに一片のレモンを添えて。あなたを夢のハワイへさそうラムのブレンド。 

 

Tropical Drinks 

 

 

トレーダーヴィックススリング ・・・ ¥1,600 
TRADER VIC'S SLING 

スロージン、ドライジン、それにライムを加えた強い飲物、ジンをお好きな方には最高。 

 
ドクターファンクスサン ・・・ ¥1,900 



DR. FUNK'S SON 

父親（ドクター ファンク・オブ・タヒチ）よりも強い。やはり年には勝てない。 

 

 
 

ネイビーグロッグ ・・・ ¥1,950 
NAVY GROG 

最高のラムトロピカルフルーツ、それにほんの少しピメントを。男性向きの飲物の一つ。 

 
クィーンズパークスウィズル ・・・ ¥1,950 
QUEEN'S PARK SWIZZLE 

ラムにうるさいあなたに・・・もう夢中。時が止まった世界にいるように・・・。すばらしいオ

リジナルドリンク。 

 
ゾンビー ・・・ ¥1,800 
ZOMBIE 

ドン・ザ・ビーチコンバーのオリジナル作品で強くて本当に最高の飲物。 

 

バヒア ・・・ ¥1,800 
BAHIA 

ホワイトラムにココナッツそれにパイナップル甘いとても素敵な飲物。純情そうに見えるけ

ど・・・要注意といった飲物です。女性には最高のカクテル。 

 

 
 

カマイナ ・・・ ¥1,800 
KAMAAINA 

ハワイでは“昔”という意味。素敵な陶器のココナッツでサービスされます。 

 
サングリアローヤル ・・・ ¥1,950 



SANGRIA ROYALE 

ワインとスパークリング、そしてフルーツがランデブー。 さわやかなカリフォルニアドリンク
をお試しください。 （ワインは白と赤のいずれかをお選びいただけます） 

 

スターボードライト ・・・ ¥1,800 
STARBOARD LIGHT 

スコッチのお好きな方のために青信号。 

 
ポートライト ・・・ ¥1,800 
PORT LIGHT 

バーボンのお好きな方のために赤信号。 

 

 
ピーチトゥリーパンチ ・・・ ¥1,600 
PEACH TREE PUNCH 

ライムラムにピーチとオレンジの香りを添えて南国ココナッツトゥリーのささやきのような優し

い飲物です。 

 

 

サモアンフォグカッター ・・・ ¥1,900 
SAMOAN FOG CUTTER 

ラムフルーツ、そしてシェリー酒。エキゾチックなマッグにてサービスされます。 



 
 
ラムコスモ ・・・ ¥1,600 
RHUM COSMO 

ラムにパイナップルとライムのすっきりした飲物。 

 

 

スコーピオン ・・・ ¥1,950 
SCORPION(Individual) 
ホノルルで最も人気のある飲物。ライトラム、それに南国のお花を添えて・・・。女性におすす

めしたい飲物。 

 
 
メネフネジュース ・・・ ¥1,950 
MENEHUNE JUICE 

ライトラムと蜂蜜	 このメネフネが見えるでしょう。このメネフネ人形はあなたの物です。おみ

やげにお持ち帰りください。 

 
シャークトゥース ・・・ ¥1,600 
SHARK'S TOOTH 

75 度の強いラムを使用。かまれない様にご注意ください。 

 
サファリングバスタード ・・・ ¥1,950 



SUFFERING BASTARD 

ラム、ライムそしてリキュール、一切れのキュウリを添えて。オリジナルはカイロのシェパード

ホテル。男性にお薦めします。 

 

 

ホニホニ ・・・ ¥1,800 
HONI HONI 

バーボンの飲物。島の香料を添えて素敵なマッグでサービスされます。 

 
トレーダヴィックスパンチ ・・・ ¥1,800 
TRADER VIC'S OWN PUNCH 

ジャマイカラム、それにアーモンドの味もちょっぴり、トレーダーのお気に入り。 

 

ティキプカプカ ・・・ ¥1,950 
TIKI PUKA PUKA 

素敵な陶器の中にお花を添えたとてもエキゾチックな飲み物。 

 

 
ドクターファンク・オブ・タヒチ ・・・ ¥1,600 
DOCTOR FUNK OF TAHITI 

タヒチのトロピカルドリンク 南国の香り一杯。ラム、ソーダ、そしてシロップ。 



 

 
ガンクラブパンチ ・・・ ¥1,600 
GUN CLUB PUNCH 

ダークラムとライトラムの混合、それに果汁。 

 
 

マイタイ ・・・ ¥1,900 
MAI TAI 

タヒチ語で”最高”という意味。その名の通り最高の飲物。トレーダヴィックスのベストセラー。 

 

 

トンガパンチ ・・・ ¥1,600 
TONGA PUNCH 

舌さわりのとても良い素敵な飲物。“ハッピーミクスチュア”として知られているようにあなたを
夢心地に・・・。 

 

トレーダーヴィックスグロッグ ・・・ ¥1,600 
TRADER VIC'S GROG 

トロピカルフルーツとジャマイカラムのミックス。 



 
東京サワー ・・・ ¥1,800 
TOKYO SOUR 

東京の開店を祝し、日本のウイスキーとガリアノリキュールを使った素敵な飲物。 

 
ミュンヘンサワー ・・・ ¥2,000 
MUNICH SOUR 

ドイツブランディーを使った最高の飲物。 

 

ロンドンサワー ・・・ ¥1,800 
LONDON SOUR 

スコッチはお好きですか？一寸変ったスコッチの飲物。スコッチファンのお方の為に。 

 

 
イースタンサワー ・・・ ¥1,800 
EASTERN SOUR 

オレンジ、レモンをそえて素敵なバーボンによる優雅な飲物。 

 

プランターズパンチ ・・・ ¥1,600 
PLANTER'S PUNCH 

熱帯の伝説の飲物。ラムをベースにあなたを夢のパラダイスへ。 

 
ポゴスティック	  ・・・ ¥1,600 
POGO STICK 

すっきりした飲物。ジンにパイナップル、そしてグレープフルーツジュースがこの味を・・・。 

 
 

モロカイマイク ・・・ ¥1,800 



MLOKAI MIKE 

一つのグラスに二つの飲物、素敵でしょう。ハワイのモロカイ島より。 

 
ポテッドパロット ・・・ ¥1,800 
POTTED PARROT 

パラダイスへひとっとび！ラム酒のきいた・・・足をとられない様に。 

 
シングルステイン ・・・ ¥1,700 
SHINGLE STAIN 

あなたの目の前にタヒチ島の赤屋根が見えるでしょう・・・。 

 

ヒンキーディンクスフィジー ・・・ ¥1,700 
HINKY DINKS FIZZY 

ジン、ライトラム、アプリコット・ブランデー、そしてジュースを加えスパークリングワインを

フロート・・・酔いを誘う。 

 
コロネルビックオブ ・・・ ¥1,900 
COLONEL'S BIG OPU 

ほのかなライムの香り、思わず微笑みたくなるジンとスパークリングワインのコンビネーション

をお楽しみください。 

 
ラングーンルビー ・・・ ¥1,600 
RANGOON RUBY 

クランベリーの香りとともに南国の真赤な夕日に誘惑されてみませんか。 

 
マウイフィズ ・・・ ¥1,600 
MAUI FIZZ 

マウイの風、きらめいて気分はトロピカル！リッチな飲物。 

 

 

ピノペペ ・・・ ¥2,000 



PINO PEPE 

最高のパイナップルでサービスされ、強いが、まろやかな飲物。 

 

Warm Toddies & After Dinner 

  

ブラックストライプ ・・・ ¥1,300 
BLACK STRIPE 

ジャマイカラム、ハニー、チェリーそれにスパイス。 

 

 
トレーダーヴィックス ホットバターラム ・・・ ¥1,300 
TRADER VIC'S HOT BUTTERED RUM 

トレーダーヴィックスで長年続いている素敵なホットドリンクです。 

 

コーヒーディアブロ ・・・ ¥1,300 
COFFEE DIABLO 

情熱的なあなたのための炎のコーヒー。 

 

 

コーヒーグロッグ ・・・ ¥1,300 
COFFEE GROG 

ココナッツクリームの入ったコーヒーに溶かした強いラム・・・首狩り族のマグに入っていま

す。 

 

ホットラムカウ ・・・ ¥1,400 



HOT RUM COW 

ラムと砂糖がホットミルクに調合されます。 

 
スカルボーンズ ・・・ ¥1,300 
SKULL AND BONES 

ジャマイカラムとスパイスを加えたホットドリンク。 

 
ノースウェストパッセーズ ・・・ ¥1,300 
NORTHWEST PASSAGE 

ホットグロッグ（熱い強い酒）を有名にしたケネスリーバーツに乾杯！彼の本“ノースウェストパ
リヒイン”でホットグロッグを有名にした人。 

 
タヒチアンコーヒー ・・・ ¥1,300 
TAHITIAN COFFEE 

ラム、コーヒー、それに特別な生クリーム。 

 
カフェ・ラ・テ ・・・ ¥1,300 
KAFE-LA'TE 

コーヒーとココア、それにブランデーの入ったメキシカンコーヒー。 

 
ホワイト クラウド ・・・ ¥1,300 
WHITE CLOUD 

ココナッツクリームとカカオそしてウォッカをちょっぴり。 

 

ピンク クラウド・ ・・・ ¥1,300 
PINK CLOUD 

天にも昇るような気持ちになる素敵なカクテル。 

 
ファンダンゴ ・・・ ¥1,300 
FANDANGO 

お酒に弱い方でも楽しめるラムとクリームの見事なハーモニー。 

Tiki Mouse Drinks 

バナナカウ ・・・ ¥1,500 
BANANA COW 

ラムと砂糖にバナナを加えたミルクドリンク。 



 
クイーンシャロット フルーツパンチ ・・・ ¥1,000 
QUEEN CHARLOTTE FRUIT PUNCH 

アルコールに弱い方に。 

 
ラムカウ ・・・ ¥1,400 
RUM COW 

ラムのコールドミルクドリンク 

  

 

  

ピノ フリオ 
PINO FRIO 

(with rum) ・・・ ¥1,500 
(no rum) ・・・ ¥1,000 

パイナップルドリンク。 

  

ストロベリーバナナカウ 
STRAWBERRY BANANA COW 

(with rum) ・・・ ¥1,700 
(no rum) ・・・ ¥1,200 

ストロベリーとバナナのミルクシェイク。 

  

モンスーン 
MONSOON 

(with rum) ・・・ ¥1,700 
(no rum) ・・・ ¥1,200 

ヨーグルトとマンゴのフローズンドリンク。 

  

ミスティーフォレスト 
MISTY FOREST 

(with rum) ・・・ ¥1,700 
(no rum) ・・・ ¥1,200 

  

新緑のシャワーをグラスの中に！   

    



ベリーボール 
BERRY BALL 

  

(with rum) ・・・ ¥1,700 
(no rum) ・・・ ¥1,200 

  

“ベリー”キュートなヘルシードリンク。   

    

アプリコットクーラー 
APRICOT COOLER 

  

(with rum) ・・・ ¥1,700 
(no rum) ・・・ ¥1,200 

  

アプリコットを使った甘酸っぱいドリンク。   

    

サンシャイン 
SUNSHINE 

  

(with rum) ・・・ ¥1,700 
(no rum) ・・・ ¥1,200 

  

南国のフルーツジュースにココナッツを加えました。   

 

※料⾦には、別途税⾦及びサービス料 10％を加算させていただきます。 

※⾷材によるアレルギーのあるお客さまは、あらかじめ係にお申しつけください。 

※⾷材の⼊荷状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます。 

 

 


