
Bar & Lounge MJAESTIC opened on April 10, 2003.

While enjoying an extraordinary space like a bar lounge on the top floor of the hotel, you can enjoy the finest 

whiskey, cocktails and wines with the dishes of the adjacent restaurant "Fish Bank TOKYO".

We will provide maximum hospitality, service, and products so that you can create your "extraordinary time".

 (    ) Is the displayed charge including consumption tax and 10% service charge.    Cover Charge 1,815YEN for 1 Person.

（　）内の表示料金は消費税・サービス料 10％を含んだ表示料金となります。  カバーチャージお 1人様 1,815 円頂戴いたします。

表示価格は予告なく変更する場合がございます。仕入れ状況によりご用意できない場合ございます。



GLASS OF WINE

- WHITE WINE -
Cloudy Bay Sauvignon Blanc
クラウディーベイ ソーヴィニヨン ブラン

1,500 (1,815)

熟したライム、グレープフルーツ、マンゴーなどに、オレンジの花や
甘いフェンネルの香りが加わった特徴的な香り高いアロマ。
爽やかで引き締まった個性がありエレガントな長い余韻があります。

Lime, grapefruit, mango, orange blossom,Characteristic fragrant aroma 
with hints of sweet fennel.
It has a fresh, toned character and an elegant long finish.

Chablis 1er Cru Montmains
シャブリ プルミエ クリュ レ  モンマン

1,700 (2,057)

クリーンでキリッと引き締まった風味やミネラル香といった
シャブリ本来の特徴とフルボディで芳醇な味わいを併せ持っています。

It has a clean, crisp flavor and a mineral aroma.
It combines the original characteristics of Chablis with a full-bodied and mellow taste.

- CHAMPAGNE -

「ローラン・ペリエ」の高品質なシャンパーニュはフランス国内のトップホテルや
レストランに採用され , イギリス王室御用達としても有名なシャンパンです。

The high-quality Champagne of "Laurent Perrier" is the top hotel in France and
This champagne is used in restaurants and is famous as a purveyor to the British royal family.

Laurent-Perrier La C uvée
ローランペリエ・ラ・キュベ

2,400 (2,904)

- RED WINE -
Seresin Estate MOMO / Pinot Noir
セレシン エステート モモ　ピノ・ノワール

1,500 (1,815)

ブラックベリーやプラムのフレーバーに大地のニュアンス、細やかなタンニン、
バランスの良いボリュームでミネラル感溢れるフィニッシュが魅力的です。

Flavors of blackberry and plum, earthy nuances, fine tannins,
A well-balanced volume with a mineral finish.

Annabela / Cabernet Sauvignon
アナベラ　カベルネ ソーヴィニヨン

1,700 (2,057)

ナパらしい味わいのカベルネ・ソーヴィニョン。カシスやアメリカンチェリー、
ストロベリーなどがタバコやダークチョコレートなどと感じられます。
世界的に有名な「オーパスワン」の畑の隣に位置します。

A Cabernet Sauvignon with a Napa flavor. Cassis, American cherry, strawberry, etc.
It feels like tobacco and dark chocolate. 
Located next to the world famous "Opus One" field.



MAJESTIC ORIGINAL COCKTAIL

Bar ＆Lounge MJAESTIC のオリジナルカクテルは東京・日本のロケーションや
四季折々に見せる情景の変化からインスパイアしたアイディアを
日本の素材と先端の技法で具現化したカクテルをご提供します。

“Shiodome” Gin Tonic
「SHIODOME」 ジントニック

1,400 (1,694)

オープンより汐留で愛されている特別なジントニックです。
日本特有の柑橘、「すだち」し使用し、独特の香りと
ジュニパーペリー溢れるジンフレーバーが見事に調和した飽きの来ない味わいです。
食前酒はもちろん、どのお料理にも相性のよいカクテルです。

A special gin and tonic that has been loved in Shiodome since its opening.
Citrus unique to Japan, "Sudachi" is used to create a unique scent and
It is a timeless taste that perfectly harmonizes with the gin flavor full of juniper perry.
Aperitif, of course, is a cocktail that goes well with any dish.

” Shiodome” Paradise (Frozen cocktail)
汐留★パラダイス

1,450 (1,755)

濃厚なマンゴーに相性のいいアプリコットを入れて
果実感が広がるフローズンスタイルのカクテルです。
アクセントにヨーグルトリキュールを加え、飲みやすいカクテルに仕上げました。

Put apricot that goes well with rich mango
A frozen style cocktail with a fruity flavor.
Yogurt liqueur is added as an accent to create an easy-to-drink cocktail.

MAJESTIC Special Sangria
MAJESTIC オリジナルサングリア

1,300 (1,573)

バーテンダーが日本各地で見つけてきた柑橘類や
アップルやキウィ、バナナなど多数のフルーツをワインで漬け込んだサングリアです。
様々な味わいが口の中に拡がり、味わいを楽しめるカクテルです。

Citrus fruits that bartenders have found all over Japan
A sangria made with many fruits such as apples, kiwis, and bananas soaked in wine.
A variety of flavors spreads in your mouth and is a cocktail that you can enjoy.



JAPANESE WHISKY

日本国内のみならず世界中から注目を集めている日本のウイスキーを

系列店の「TOKYO Whisky Library」の協力を得て多くのラインアップを取り扱いしました。

伝統のある蒸留所から新進気鋭の蒸留所まで日本の新しいウイスキーをお楽しみください。

Japanese whiskey, which is attracting attention not only in Japan 

but also from all over the world

With the cooperation of the affiliated store "TOKYO Whiskey Library", 

we have handled many lineups.

Enjoy new Japanese whiskeys from traditional distilleries to up-and-coming distilleries.



Glenlivet 12y
グレンリベット 12 年

1,300 (1,573)

SINGLE MALT WHISKY

The Macallan 12y
ザ マッカラン 12 年

1,950 (2,36)

The Macallan 18y
ザ マッカラン 18 年

4,600 (5,566)

Glenmorangie 18y
グレンモーレンジィ 18 年

2,450 (2,965)

Laphroaig 10y
ラフロイグ 10 年

1,600 (1,936)

Bowmore 12y
ボウモア 12 年

1,450 (1,755)

Ardbeg 10y
アードベック 10 年

1,600 (1,936)

Lagavulin 16y
ラガーブーリン 16 年

1,900 (2,299)

Talisker 10y
タリスカー 10 年

1,450 (1,755)

Glenmorangie CAKE
グレンモーレンジィ ケーク

2,400 (2,904)

Glenfiddich 15y
グレンフィディック 15 年

1,650 (1,997)

Clynelish 14y
クライヌリッシュ 14 年

1,650 (1,997)



Chivas Regal 18y
シーバス リーガル 18 年

2,600 (3,082)

OTHER WHISKY

Ballantine’ s 17y
バランタイン 17 年

1,850 (2,239)

Blanton’ s
ブラントン

1,750(2,118)

Four Roses Platinum
フォア ローゼズ プラチナ

1,700 (2,057)

Whistlepig
ホイッスルピッグ

1,300 (1,573)

Canadian Club 20y
カナディアンクラブ　20 年

2,050 (2,481)

Jameson Black Barrel
ジェムソン　ブラックバレル

1,250 (1,513)

Suntory Premium Malts Ale Draft
プレミアム・モルツ  香るエール ( 生ビール）

1,250 (1,452)

Suntory “The Premium Malts” 
サントリー ザ・プレミアム・モルツ （小瓶）

1,250 (1,452)

BEER



Tanqueray No.10
タンカレー Ｎｏ10

1,350 (1,634)

GIN

Monkey 47
モンキー 47

1,650 (1,997)

SAKURAO
桜尾

1,350 (1,634)

Belvedere
ヴェルベデール

1,350 (1,634)

Grey Goose
グレイグース

1,450 (1,755)

Captain Morgan Private Stock
キャプテンモルガン  プライベートストック

1,250 (1,513)

Ron Zacapa 23Y
ロンサカパ　23Y

1,250 (1,513)

Patoron  Anejo
パトロン　アネホ

2,500 (3,025)

VODKA

RUM

TEQUILA



Hennessy X.O
ヘネシー X.O

2,850 (3,449)

BRANDY /  CALVADOS /  GRAPPA

Pomme D'EVE
ポム ド イヴ

2,500 (3,025)

Eligo dell' Ornellaia Grappa
エルゴ デル オルネライア グラッパ 

2,100 (2,541)

KAMOSHIBITO KUHEIJI
醸し人九平次　純米大吟醸

1,500 (2,057)

TOMI NO HOZAN
富乃宝山 　（鹿児島・芋焼酎）

1,300 (1,573)

HITOTSUBU NO MUGI
一粒の麦 　（鹿児島・麦焼酎）

1,300 (1,573)

YAMAZAKI UMESHU
山崎梅酒

1,300 (1,573)

SAKE /  SHOCHU /  UMESHU



Non Alcohol Gin Tonic
ノンアルコール　ジントニック

1,400  (1,694)

Sparkiling Verjus Soda
ヴェルジュ風白ブドウビネガーのスパークリング

1,200  (1,452)

NON-ALCOHOL COCKTAIL

Coca Cola
コカ コーラ

1,200  (1,452)

SOFT DRINK

Ginger Ale
ジンジャーエール

1,200  (1,452)

Orange Juice
オレンジジュース

1,200  (1,452)

Fresh Grapefruit Juice
フレッシュ グレープフルーツ ジュース

1,300  (1,573)

Cranberry Juice
クランベリー ジュース

1,200  (1,452)

Mango Juice
完熟 マンゴージュース

1,200  (1,452)

Alain Milliat
アランミリア

3,200  (3,872)




