
Beer
ビール

アサヒ ドライプレミアム  熟 撰   ¥600

ノンアルコールビール (アサヒ ドライ ゼロ )  ¥500

Wine
ワイン

グラスワイン 赤     ¥600

グラスワイン 白     ¥600

スパークリングワイン グラス     ¥600

友安製作所 Cafe & Bar 阿倍野とは？

友安製作所 Cafe＆Bar 阿倍野の店舗となっている建物は、

日本現代建築に功績を残した建築界の巨匠・村野藤吾氏が、

自身の事務所「村野・森建築事務所」として、

約 50 年前に設計し、実際に使用されていた建物です。

その貴重な歴史的建造物・村野建築のこだわりを残しながら、

インテリア･DIY商品販売会社の友安製作所がデザイン &プロデュースし、

店舗兼ショールームへとリノベーションを行いました。

新旧の時代が重なって見える空間のなかで、

ゆったりと贅沢なひと時をお過ごしください。

友安製作所

Drink Menu
17:00~25:00 |  Last Order |  24:30 |

人気メニュー

じゅくせん



Cocktail
カクテル

Gin Base
ジンベース

ジントニック      ¥700～
ライム・トニック

ジンリッキー      ¥900～
ライム・ソーダ

ジンバック      ¥700～
レモン・ジンジャエール

ネグローニ      ¥700
カンパリ・ベルモットロッソ

エメラルドクーラー     ¥700
ペパーミントリキュール・レモン・ソーダ

ギムレット      ¥900
ライム・ガムシロップ

ホワイトレディ     ¥900
コアントロー・レモン

ブルームーン      ¥900
パルフェタムール・レモン

Vodka Base
ウォッカベース

ウォッカトニック    ¥700～
ライム・トニック

ウォッカリッキー    ¥900～
ライム・ソーダ

ゴッドマザー     ¥800
アマレット

ブルドッグ（グレイハウンド）   ¥700
グレープフルーツジュース

メロンボール     ¥700
メロンリキュール・オレンジジュース

ブラックルシアン    ¥700
カルーア

シーブリーズ     ¥800 
クランベリージュース・グレープフルーツジュース

ガルフストリーム    ¥1000
ピーチリキュール・ブルーキュラソー・レモン・その他

カミカゼ     ¥900
ライム・コアントロー

コスモポリタン    ¥900
ライム・コアントロー・クランベリージュース

こちらに記載されていないカクテルは、バースタッフにお問い合わせください。人気メニュー



Whisky Base
ウィスキーベース

ゴッドファーザー    ¥800
アマレット

マミーテイラー    ¥800
レモン・ジンジャエール

マンハッタン     ¥1,000
ベルモットロッソ

ロブ・ロイ     ¥1,000
スコッチ・ベルモットロッソ

Brandy Base
ブランデーベース

フレンチコネクション    ¥900
アマレット

ジャックローズ    ¥1,000
アップルブランデー・ライム・ガムシロップ

サイドカー     ¥1,200
コアントロー・レモン

アレキサンダー    ¥1,200
カカオリキュール・生クリーム

Cocktail
カクテル

Rum Base
ラムベース

キューバリバー   ¥700
ライム・コーラ

ソル・クバーノ   ¥700
グレープフルーツジュース・トニック

ダイキリ    ¥900
ライム・ガムシロップ

XYZ     ¥900
コアントロー・レモン

モヒート    ¥1,000
ミント葉・ガムシロップ・ライム・ソーダ

Tequila Base
テキーラベース

メキシコーラ    ¥700
レモン・コーラ

エル・ディアブロ   ¥800
カシス・ライム・ジンジャエール

テキーラ・サンライズ   ¥800
オレンジジュース・グレナディンシロップ

マルガリータ    ¥900
コアントロー・レモン・塩

こちらに記載されていないカクテルは、バースタッフにお問い合わせください。人気メニュー



Wine Base
ワインベース

キール     ¥800
カシス・白ワイン

キール・ロワイアル   ¥800
カシス・スパークリングワイン

ミモザ     ¥800
スパークリングワイン・オレンジジュース

ホワイトミモザ   ¥800
スパークリングワイン・グレープフルーツジュース

Beer Base
ビールベース

シャンディ・ガフ   ¥700
ジンジャーエール

カシスビア    ¥800
カシス

カンパリ・ビア   ¥800
カンパリ

Liqueur Base
リキュールベース

カルーアミルク     ¥600
カルーア・牛乳

ベイリーズミルク     ¥600
ベイリーズ・牛乳

ヨギーパイン      ¥700
ヨーグリート・パイナップルジュース

スプモーニ      ¥700
カンパリ・グレープフルーツジュース・トニック

ミドリスプモーニ     ¥700
ミドリ・グレープフルーツジュース・トニック

照葉樹林      ¥700
グリーンティーリキュール・ウーロン茶

ディスカバリー     ¥700
アドヴォカート・ジンジャーエール

カシスオレンジ     ¥700
カシスリキュール・オレンジジュース

ダージリンクーラー     ¥800
シャンボール・ティフィン・ライム・ジンジャーエール

チャイナブルー     ¥800
ディタ・グレープフルーツジュース・ブルーキュラソー・トニック

オーガスタ セブン     ¥800
パッションフルーツリキュール・パイナップルジュース・レモン

チャーリーチャップリン    ¥800
スロージン・アプリコットリキュール・レモン

グラスホッパー     ¥900
ペパーミントリキュール・ホワイトカカオ・生クリーム

Cocktail
カクテル

こちらに記載されていないカクテルは、バースタッフにお問い合わせください。人気メニュー



Whiskey
ウィスキー

Scotch Whisky Blended
スコッチ /ブレンデッド

デュワーズホワイトレーベル  ¥600

ウシュクベリザーブ   ¥700

オールドパー 12 年   ¥800

シーバスリーガル 12 年  ¥700

Scotch Whisky Single Malt
スコッチ /シングルモルト

グレンモーレンジ オリジナル  ¥800

グレンフィディック 12 年  ¥700

グレンリヴェット 12 年  ¥700

クライヌリッシュ 14 年  ¥1100

マッカラン ダブルカスク 12 年  ¥1200

ハイランドパーク 12 年  ¥800

アードベッグ 10 年   ¥900

ボウモア 12 年    ¥800

ラフロイグ 10 年   ¥900

タリスカー 10 年   ¥800

カリラ 12 年    ¥1000

ラガヴーリン 16 年   ¥1200

American Whisky
アメリカンウィスキー

I.W.ハーパー    ¥700

フォアローゼス ブラック  ¥800

メーカーズマーク   ¥800

ワイルドターキー 8 年   ¥700

ウッドフォード・リザーブ  ¥900

ジャックダニエル   ¥700

エズラ・ブルックス ライ  ¥700

オールド・オーバーホルト ライ ¥700

ヘンリーマッケンナ   ¥800

イーグル・レア   ¥900

Canadian Whisky
カナディアンウイスキー

カナディアンクラブ   ¥600

Irish Whisky
アイリッシュウイスキー

ジェムソン    ¥600

Japanese Whisky
ジャパニーズウィスキー

サントリー 角瓶     ¥500

サントリー 響 ジャパニーズハーモニー  ¥1000

ニッカ 宮城峡      ¥800

ニッカ 余市      ¥800

ニッカ フロム・ザ・バレル    ¥700

ニッカ 竹鶴ピュアモルト    ¥900



Soft Drink
ソフトドリンク

Food
フード

ジンジャエール (甘口 /辛口 )

コカ・コーラ

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

クランベリージュース

パイナップルジュース

マンゴージュース

ウーロン茶

ALL ¥410

ノンアルコールカクテル
スタッフにお問い合わせください。

¥510 ～

ドライマンゴー   ￥300

ナッツ      ￥300

ピスタチオ     ￥300

タブレットチョコ    ￥400

ピクルス     ￥460

  チーズ盛り合わせ      ￥1100

明太ポテトサラダ    ￥600

木の子とトマトのさっぱりマリネ  ￥700


