
armadillo-2.4G

armadillo-5G

シーシャ  ￥2,500

シェア ��￥1,000
（１本につき２名様までシェア可能です）

　シーシャ/ドリンクともに、お1⼈様1オーダー頂いております。

　混雑時はシーシャご提供から２時間制とさせていただきます。

トップ交換    ￥1,000

アイスホース    ￥300�→�￥100

ラムネ（お菓⼦）  ￥100

OPTION

SYSTEM

パスワード：０７０８４８７２３４５

※ご提供から2時間∼2時間半後、フレーバーが枯れた時に。

※混雑時にはご対応できない場合があります。

Wi-Fi



ダブルアップル(AF,SB)

ゴールデンデリシャスアップル(SS)

ライム(SS,AZ)

ゆず(SS)

ピーチ(AF,FU)

スイカ(FU)

メロン(FU)

洋梨(AZ)

ストロベリー(AF)

ブルーベリー(AF)

ラズベリー(SB)

バナナ(AF)

パイナップル（TR）★

ライチ（AZ）

マンゴー(AF,FU)

グァバ(FU)

ザクロ(AF,AZ)

チェリー(AF)

巨峰（TR）★

マスカット（AZ）

shisha menu
fruits

()内はメーカー名です。お好みがあればご指定ください。

★はダークリーフで煙がかなり重ためです。吸いなれた⽅に。



spice＆other

sweets

バニラ(SS)

ホワイトグミベアー(FU)

レッドグミベアー(FU)

オレンジクリーム(FU)

ピニャコラーダ(FU)

 

キャラメル(SS)

シナモンロール(SS)

バナナカスタード(FU)

ブラウニー(SB)

アップルパイ(TR)★

ミント(AF)

強ミント(FML,TR)

シナモン(AF)

チャイ(SS,FU)

ピスタチオ(SS)

ココナッツ(AF,SS)

アールグレイ(TR)★

ミルクティー(SS)

ローズ(AF,SB)

抹茶ミント(AZ)

レモングラス(AZ)

クールキューカンバー(AZ)

アブサン(TA)

flavors



limited

AL FAKHER CRAFTED BATCH No.８６
ぶどうとラズベリーとライム。軽めの⾚ワインのような味わい。

flavors

チャイマサラ(Azure)
クセが強めのスパイスミックスに、まったりと⽢いクリーム感。

ココマニア(Azure)
ブルーベリーが少し⼊っていて、ココナッツジュースのような⽢み。

ストロベリーパッション(Azure)
上に⽐べるとミックスジュースのようなまったりした⽢みが強い。

ストロベリーグァバ(Azure)
サッパリとしたストロベリーに、ほんのりと⾹るグアバの⻘み。

アップルサイダー(Azure)
シナモン・ジンジャーなどのスパイス感のある⻘リンゴジュース味。

オレンジマイグァバ(Azure)
⽢めのオレンジにグァバの⻘み。花に例えるとキンモクセイっぽいかも。

AL FAKHER CRAFTED BATCH No.２２
酸味のあるライムとレモンのミックス。ゆずと混ぜても美味しい。

AL FAKHER CRAFTED BATCH No.８
ライムのようなシトラス⾹に、ココナッツのまったり感でマイルドに。

AL FAKHER CRAFTED BATCH No.７
パッションフルーツ＋グレープフルーツ、さっぱりしたトロピカルジュース

AL FAKHER CRAFTED BATCH No.５
少し酸味のあるフレッシュなパイナップルに、ビターなオレンジの⾹り。

AL FAKHER CRAFTED BATCH No.4
さっぱりとした⻘りんご＋⾚りんご。リコリス感なくフルーティー。



ボヘミアンミックス(Trifecta)
カルダモン・クローブ・シナモンの強いスパイス感。ミックスにも◎。

インディアンキール(Trifecta)★
⽢めの⽜乳っぽい⾹りがメインで、そこにCardamon系のキリッとした

アクセント。後味には微かなレモンやジンジャーのような⾹り。

ケインミント(Tangiers)★

ナワール(Trifecta)
ローズ・ラベンダー・ジャスミンの超フローラルなミックス。可愛い味。

マウンテンフォグ(Trifecta)
マウンテンデューのような、お菓⼦っぽいケミカルなライム感。

清涼感のあるミントに少し⼟っぽいビターさのあるミント。

TKO(Trifecta)★
ヘーゼルナッツ⼊りのチョコレート、あるいはミルク多めのチョコレートの

ような⾹り。⾹ばしさを感じる余韻。

ラベンダーミント(Trifecta)★
ラベンダーのフローラル感にほのかに苦味のあるミント。

アラック(Trifecta)★
アニスやリコリスの⽢さがかなり濃い。元はトルコのお酒で、

かなり再現度が⾼い。ダブルアップルが好きな⽅に。

レモンパイ(Trifecta)★
レモンの酸味に、パイのようなまったりとしたクリーム感。お菓⼦⾵

パンラズナ(Al waha Elite)
お⾹のようなスパイスミックスに、ミントの清涼感。エスニック⾵。

インドの噛みタバコ「パン」の独特な⾹り。線⾹・⽩檀に似ている。

レバネーゼボムシェル(Starbuzz)
ヒノキやヒバを連想させる、清々しい樹⽊の⾹り。

モーニンググローリー(Trifecta)★
ミルクとバニラの⼊った⽢めのコーヒー。朝シーシャに出したい。



non-nicotine flavors

⽣のフルーツを使ったノンニコチンフレーバーをご⽤意しています。

単品で吸う他、フレーバーにミックスすると煙が軽くなるため、

シーシャが初めての⽅にもおすすめです。

ダークリーフに混ぜてもかなり吸いやすくなります。

アップル

⻘りんご

ピーチ

ストロベリー

ラズベリー

レモン

オレンジ

洋梨

キウイ

スイカ

グレープ

⽩ぶどう

グァバ

ライチ

パイナップル

プラム

ミント

バニラ

ジャスミン

レモングラス

ローズ

コーヒー

ミルクティー

アールグレイ



recommended�

パンラズナ×ボムシェル×レモングラス

バナナカスタード×ピスタチオ×シナモン

ピーチ×グァバ×ミント

ピニャコラーダ×バニラ

洋梨×ライム×ミント

ブルーミスト×ラズベリー

チェリー×コーラ

ミルクティー×キャラメル×ローズ

巨峰×ラベンダーミント

アブサン×レモングラス×ミント

ダブルアップル×アラック×パンラズナ

マウンテンフォグ×強ミント

mix

当店1番⼈気mix。線⾹のようなスパイシーな⾹りと清涼感。

⽂字通り⽢めの⾹りに、ピスタチオとシナモンのアクセントを添えて。

フルーティーで⽢くてさっぱり！初めてのシーシャにもおすすめの味。

まろやかな⽢さの洋梨に、清涼感のあるライムとミントを⼊れました。

ブルーミストはブルーベリー＋ミント。さっぱりしたベリー感。

The・アメリカ！チェリーの酸味とコーラの爽快感。アイスホースで是⾮。

キャラメルを⼊れた⽢いミルクティーに、ローズの⾹りで深みが出ます。

紫⾊が推しの⼈に。⽢みの強い巨峰にフローラル感・爽快感をプラス。

パイナップルの酸味をココナッツとバニラの⽢さでさらに吸いやすく。

スッキリとした薬草mix。こってりした飲み会後のお⼝直しに是⾮！

ダブルアップルのリコリス感をアラックで強化、更にスパイスの⾹りを追加。

ライムの⾹りと強めのミントの元気が出るミックス。吸い始めはミント強め。



drink menu

17世紀から続くフランスのティーブランド「DAMMANN�FRÈRES」から、
シーシャに合う紅茶・ルイボスティーを選びました。

tea ￥600

アイスティー（セイロン）
セイロン島ディンブラ地区の紅茶。
華やかな味とコクでミルクを⼊れても美味しいです。

ダージリンセカンドフラッシュ

繊細で⾹り⾼い紅茶。⾊は⽐較的薄め。ストレートがおすすめです。

アッサム

⽢味とコクが強い紅茶。ミルクティーがおすすめ。

coffee
レーズン、イチジクを思わせる⾵味とローストアーモンドやカカオニブを
彷彿とさせるビター感のあるブラジルの⾖を使⽤しております。

コーヒー（Iced/Hot） ￥600
＜お好みでミルクお出しできます＞



rooibos� ￥600

バニラ
バニラの⽢味のある落ち着いた⾹り。

ミルクを⼊れると⼀層⽢みが引き⽴ちます。

ピーカンパイ

ピーカンパイはナッツで作られたタルトのこと。

ナッツや蜂蜜の⾹り。

ポール＆ヴィルジニー

ラズベリー、レッドカラント、ワイルドストロベリー、チェリー、バ

ニラの⾹りの⽢みの強いルイボスティー。

tea
※ルイボスティーはすべてノンカフェインです

アールグレイ
ベルガモット、スイートオレンジ、ライムなど、複数の柑橘系の

⾹りをつけた紅茶。

フルーツルージュ

チェリー、ストロベリー、ラズベリー、⾚スグの果実が⼊った

フルーティーな紅茶。

flavored ￥600tea



special

クラフトコーラ ￥800

当店で丁寧に作った⾃家製のコーラです。

スパイスとカラメルの⽢い⾹りをお楽しみください。

soft� ￥500

⿊烏⿓茶

ブラッドオレンジジュース

コーラ

ジンジャーエール（⾟⼝）

炭酸⽔

トニックウォーター

drink

りんご酢ソーダ ￥800

⻘森の完熟りんごとハチミツだけで作ったリンゴ酢を、

さっぱりとソーダで割りました。お好みで炭酸なしも可能です。

メロンソーダフロート￥900

懐かしい雰囲気のオーソドックスなメロンソーダです。

アイスクリームがのっています。

コーラフロート￥900

暑い⽇にピッタリのオーソドックスなコーラフロートです。

アイスクリームがのっています。

バナナミルク ￥700

エクアドル産バナナピューレが⼊ったシロップと⽜乳で作ります。

優しいお味。氷抜きで最後まで濃い味を楽しむのもおすすめ。



beer

Heineken ￥700 COEDO毱花（IPA） ￥800

cocktail
￥700

⾓ハイボール ピーチウーロン

コークハイ カルーアミルク

￥800

カシスブラッドオレンジ

レッドファジーネーブル

レッドスクリュードライバー

⾟⼝モスコミュール

シャルトリューズトニック（ジョーヌ）

シャルトリューズトニック（ヴェール）

ウォッカトニック

カンパリトニック

シャルトリューズはフランスの修道院発のリキュール。こちらは緑⾊。
ヴェールはハーブの爽やかな⾹りとスパイシーさを感じる爽快な味わい。

ジョーヌは⻩⾊で、ハチミツのコクのある⽢みが特徴。

ジントニック



Limited

ラフロイグ アンカンモア(アイラモルト)　￥900
ミネラル感が強く、スモーキーかつクリーミーな味わい。⼝に含むと、強いヨー

ド⾹の間から、ほのかに⼲しブドウを思わせるフルーティーな⾹り

ラフロイグ ロア(アイラモルト)　￥900
ラフロイグならではのスモーキーな⾹りやヨード⾹のあとに、柔らかな⽢みと

ナッツの⾹ばしさ、フルーティーな味わい。

ラフロイグ トリプルウッド(アイラモルト)　￥800
バーボンカスクで熟成後、クォーターカスクで追熟し、さらにシェリーカスクで

後熟。蜂蜜を思わせる⽢みと、ラフロイグらしいヨードの⾹り。

アラン 10年(スコッチ)　￥800
熟成とともに丸みを帯びた柑橘系の⾵味、⽢いオークを背景に新しい深みの

ある味わい。

知多(⽇本)　￥800
柔らかく優しい味わい。ハイボールがおすすめ。

バランタイン 17年(スコッチ)　￥800
酒齢17年以上の⻑期熟成原酒が織りなす、奥⾏きの深い気品ある⾹りと繊

細で複雑な味わい。

バランタイン ファウンダーズ リザーブ(スコッチ)　￥800
３０年以上熟成させた、希少なモルト原酒をたっぷりとキーモルトに使⽤し、

秘蔵の⻑熟モルトを贅沢にブレンド。モルトの⽢い⾹りが特⻑。

※ハイボールにもできます
Whisky



期間限定

ほうじ茶・ウイスキー・ラテ

ほうじ茶をたっぷり漬け込んだウイスキーとコーヒーリキュールを

ミルクで割った⾹り⾼いオリジナルカクテル。　※お酒です。

￥1,000

橘花ジン

奈良にあるジン蒸留所、⼤和蒸溜所で作られるジンの中でも代

表作。⼤和橘と⼤和当帰(セリの仲間)を使⽤しています。フルー

ティーさに加えまろやかさも感る、飲みやすい味です。

￥900

クラフトジンで作ったジントニック

OSUZU GIN

宮崎の尾鈴⼭蒸留所が製造するGINです。焼酎や地元のこだ

わりの素材を使っています。榊や椎茸も使われており、⼒強いキ

リッとした⼝当たりの向こう側にさまざまな⾹りが感じられます。

￥900

KOMASA GIN 桜島⼩みかん

⿅児島にある⼩正醸造は明治16年創業。桜島⼩みかんを使⽤

したジンは優しいみかんの⾵味がソフトに広く感じられます。そ

のほか、ジュニパーベリーやコリアンダーも使われています。

￥900

⽕の帆 GIN

北海道にある積丹スピリットが作るジン。積丹産のアカエゾマツ、

エゾヤマモモ、等様々な多くの材料が使われています。⼝当たり

はまろやかで、独特の草系の渋みなど複雑なが特徴です。

￥900


