


    東京のナイトシーンを牽引し、52階の高層階から東京湾

を見渡せるルーフトップバーへようこそ。

受賞歴のある感性豊かなバーテンダーが、旬のフルーツや

ティーを使って、季節や地域の特性を生かしたカクテルを

お創りします。

　

 

Welcome to Rooftop Bar, Tokyo’s

　    leading & highest bar within the city perched

　    on the 52nd Floor overlooking Tokyo Bay.

　    Our cocktails focus on fruits at the peak of their

season and a selection of tea cocktails.

  　  The menu reflects strong seasonal and

　    indigenous influences with a creative touch

through

  　  our award winning passionate bartenders.

  ソーシャルメディアへは@andaztokyoへチェックイン

し、#andaztokyo #andazrooftopbar

のハッシュタグを付けるのもお忘れなく。

      Don't forget to check in on social media

      @andaztokyo and also include the

      #andaztokyo #andazrooftopbar hashtags.

      テラス席のご利用はお一人様2,000円の

      カバーチャージ（税別）を頂戴しております。

※ 20時までのご利用または、

      宿泊ゲストのご利用につきましては

      カバーチャージは無料となります。

      For terrace seats, a seating charge of

      JPY 2,000 (excluding tax) will be applied.

      No seating charge applies

      between 17:00 to 20:00 and also for staying

guests.



Glass Champagne グラス ボトル

 ペリエ ジュエ グラン ブリュット 2,600 13,000

 17:00-21:30  ペリエ ジュエ ブラン ド ブラン 3,800 19,000

寿司セレクション

握り Glass White Wine

にぎり5貫 3,500  カデルボスコ コルテ デル ルーポ ビアンコ 2,000 10,000

 シャルドネ フロッグス リープ 2,100 10,500

細巻き  ソーヴィニヨンブラン クラウディ―ベイ テココ 2,400 12,000

サーモン巻 1,200

鉄火巻 1,500 Glass Rose Wine

トロ巻 3,500  ミラヴァル ロゼ コート・ド・プロヴァンス 1,900 9,500

Glass Red Wine

 17:00-22:30  ジュヴレ シャンベルタン フレデリック エスモナン 2,500 12,500

コールドセレクション  カベルネソーヴィニヨン オーク ファーム  ヴィンヤーズ2,100 10,500

大海老のカクテル アイオリレーズンドレッシング 3,600  カデルボスコ コルテ デル ルーポ ロッソ 2,100 10,500

マリネサーモン ハニーマスタード 1,800

野菜ステック フムスディップ 1,700 Champagne

イベリコハム ジャンボンブラン コーンビーフのマリネサラミ3,800  ドン ペリニョン ヴィンテージ 2008 33,000

　オニオンコンフィ グリルサワーブレッド  ドン ペリニョン Ｐ 2 1996 120,000

チーズの盛り合わせ 2,500  ドン ペリニョン Ｐ 3 1975 490,000

ミックスオリーブのハーブオイルマリネ 1,000  クリュグ ブリュット グランド キュヴェ 39,000

香川県産キャビア "べステル" 15g 18,000  ボランジェ アールディー ブリュット 2004 68,000

   コンディメント ブリニ オニオン ケッパー ミモザ  ボランジェ ラ グランダネ 2007 38,000

 ルイロデレール クリスタルブリュット　2009 63,000

 サロン ブリュット ブラン ド ブラン 2007 190,000

 17:00-24:30
ホットセレクション Champagne Rose

唐揚げチキン 山葵マヨネーズディップ 1,700  ビルカールサルモン ブリュット ロゼ 19,000

オーストラリア産 テンダーロインのカツサンドイッチ 3,000  ペリエ ジュエ ベル エポック ロゼ 2006 100,000

黒毛和牛　 ミニバーガー(3個） 2,100  ドン ルイナール ロゼ 2002 90,000

オープンフェイスステーキサンドイッチ 3,100

　国産ビーフ マスタードマヨネーズ パルメザン トマト Sauvignon Blanc

　ロケット ビートルート オニオンレリッシュ サワーブレッド  プイィ フュメ バロン ド エル 2015  フランス 31,000

フレンチフライ 900

ごぼうスティックの天ぷら 1,400 Chardonnay

　スウィートチリソース ガーリックアイオリ  サシャーニュ  モンラッシェ 2014  フランス 31,000

クリスピーポークスキン ワカモレディップ 800  コルトン シャルルマーニュ 2015 フランス 49,000

 デゥモル ロシアン リヴァーヴァ―レー 2014  アメリカ 24,000

デザート Pinot Noir

本日のミニエクレア 1,400/6個  デゥモル ロシアン リヴァーヴァ―レー 2014 アメリカ　 27,000

フルーツ盛り合わせ 2,100  モレ サン ドニ 2015 フランス 39,000

デイリーアイスクリーム /  2スクープ　 1,400  ヴォーヌ ロマネ 2015 フランス 42,000

デイリーシャーベット / 2スクープ 1,400

デイリーケーキ / タルト （L.O 22:30） 1,400 Cabernet Sauvignon

チョコレートボックス 2,700  シェーファー ナパ・ヴァレー 2015  アメリカ 33,000

ミックスナッツ 800  ダリオッシュ シグネチャー 2014 アメリカ 39,000

 ダリウスⅡ 2014 アメリカ 79,000

Malbec (Blend)

シュヴァル デ アンデス 2015 アルゼンチン 24,000

Merlot

 レオネッティ セラー 2016  アメリカ 32,000

 ダックホーン ヴィンヤーズ ナパ・ヴァレー 2014 アメリカ 20,000

Bordeaux Blends

 オーパスワン 2014 アメリカ 120,000

 シャトー マルゴー 2006 フランス 160,000

 シャトー パルメ 2008 フランス 180,000

 シャトー オーブリオン 2006 フランス 210,000

 シャトー ムートン ロートシルト 2011 フランス 250,000

 シャトー ラトゥール 2006 フランス 270,000

Snacks Beverage List



Sake

Seasonal Fruit Cocktails 無濾過 純米大吟醸 梵ゴールド 1,800

純米吟醸 江戸開城 原酒 2,100

ヒア カムズ ザ サン 2,000 ANdAZオリジナル 「52」 2,200

オレンジウォッカ スーズ クラリファイドトマト ノンアルコール日本酒 1,700

ジャスミンシロップ レモンジュース パッションフルーツ

Shochu

芋焼酎 魔王 2,500

ブダペスト ランボー 2,000 芋焼酎 佐藤 黒麹 1,800

ケシの実 インフューズ シーバスリーガル ミズナラ 麦焼酎 千年の眠り 1,600

アカシアハニー トカイワイン レモン プラム 米焼酎 十四代純米「鬼兜」 2,200

Umeshu

メロンソーダ フォー アダルト 2,000 真澄（長野） 1,650

白ワイン 焦がしバターシロップ バカルディ 8 木内梅酒（茨城） 1,650

ミドリソーダ レモンジュース メロン 濱田（和歌山） 2,900

Draft Beer

ディア ウィンブルドン 2,000 アサヒ スーパードライ プレミアム 1,200

自家製スイカピムス レモンバーベナティソーダ スイカ ヨナヨナ エール（長野） 1,300

Bottled Beer

Tea Cocktails 夏みかんエール（静岡） 1,200

コエド 白（埼玉） 1,200

東京ミュール 2,000 セゾン ドゥ ジャポン（茨城） 1,200

 ジャスミン タイム ウォッカ　柚子ジュース　柚子 沖縄サンゴビール IPA 1,200

 自家製ジンジャービア コロナ エクストラ 1,200

ハイネケン 1,200

ギネス 1,200

ジャスミンウィスキーサワー 2,000 アサヒ ドライゼロ 1,200

 シーバスリーガル12年 ジャスミンティーシロップ 柚子ジュース

 ライチリキュール 卵白

Seasonal Mocktails(Non-Alcohol Cocktails)

清姫甘酒 2,000 ヘルシーパッション 1,600

 グレイグースペアー 甘酒 抹茶 シュガー 柚子 パッションフルーツ 黒ごまシロップ レモンジュース 

ダージリンティ シロップ

ジン・ローズヒップ・コスモ 2,000 セレニティー 1,600

 モンキー47ジン スモーク ローズヒップシロップ

 メロン ゴジベリーシロップ 甘酒 りんごジュース クエン酸

 ライムジュース クランベリージュース ジンジャーリキュール

ハーバル コリンズ 1,600

Signatue Cocktails ラベンダーハニー レモンジュース クランベリージュース

日本のクラフトジンメーカー 京都蒸留所とコラボレーションした ソーダ レモンバーベナティーソーダ 

ルーフトップバーオリジナルのジンを作成いたしました。

このジンは、32.5％ミズナラの新樽、67.5％軽井沢シェリー樽を

6ヶ月間熟成し、ブレンドしています。 Soft Drink & Juices

アンダーズ東京 シグネチャージン&トニック 2,450 柚子スパークリング 1,200

季能美 アンダーズ東京5周年記念 オリジナルジン コカ・コーラ、コカ・コーラ ゼロ、  7up 1,200

地中海トニックウォーター 和柑橘 ジンジャーエール （ウィルキンソン、カナダドライ） 1,200

クランベリージュース、パイナップルジュース 1,200

アンダーズ東京 マティーニセット (2杯分） 4,400 トマトジュース 1,200

オリジナルクラフトジンを使用した、ペアでお楽しみいただける フレッシュオレンジ、フレッシュグレープフルーツ 1,200

マティーニセットをご用意いたしました。 レッドブル 1,200

2つの異なるマティーニをどうぞお楽しみください。 ミルク 1,000

コーヒー（アイス／ホット） 1,000

アンダーズ マティーニ 紅茶（ダージリン／アールグレイ） 1,000

 季能美 アンダーズ東京5周年記念 オリジナルジン

 アンダーズオリジナル酒 「52」 和三盆

 わさび葉入り煎茶 キュラソービターズ 

ピーチ マティーニ 上記価格に消費税と 15%のサービス料を頂戴いたします。

 季能美 アンダーズ東京5周年記念 オリジナルジン 食材にアレルギーのあるお客様、食事制限がおありのお客様は

 ピーチ 山椒シロップ レモンジュース ご注文の際に係りの者にお申し付けください。

上記価格に消費税と 15%のサービス料を頂戴いたします。

食材にアレルギーのあるお客様、食事制限がおありのお客様は

ご注文の際に係りの者にお申し付けください。



Japanese Whisky Vodka

山崎 NV 2,300 白（大阪） 1,950

山崎 12年 3,800 ズブロッカ 1,850

山崎 18年 5,500 ベルヴェデール 1,950

碧 2,250 グレイグース 1,950

ニッカ 余市 2,100 アブソリュート エリクス 1,950

ニッカ 宮城峡 2,100 シロック 1,950

ニッカ フロム ザ バレル 1,950 ティトス（グルテンフリー） 1,950

ザ ニッカ 12年 2,500 ベルーガ ノーブル 2,600

ニッカ 竹鶴 NV 2,300

ニッカ 竹鶴 17年 3,200 Flavored Vodka

ニッカ 竹鶴 21年 5,100 グレイグース ポワール 1,950

ニッカ 竹鶴 25年 (30ml) 20,000

白州 25年 (30ml) 28,000 Gin

響 30年 (30ml) 27,000 季能美 アンダーズ東京オリジナル 2,100

季の美（京都） 1,950

Blended Scotch Whisky 六ジン（大阪） 1,950

シーバス リーガル 12年 1,950 プレミアム クラフト 和ジン（茨城） 1,950

シーバス リーガル ミズナラ 1,950 ボタニスト 1,950

シーバス リーガル 18年 2,500 タンカレー No.10 1,950

シーバス リーガル アルティス 3,200 ヘンドリクス 1,950

シーバス リーガル 25年 4,300 シップスミス 1,950

バランタイン 21年 3,450 スターオブボンベイ 1,950

ロイヤル サルート 21年 3,650 モンキー 47 2,150

ロイヤル ハウスホールド 5,100 チェイスジンエレガント 48 2,150

デュワーズ 12年 1,950 クリスチャン ドルーアン ル ジン 1,950

ジョニーウォーカー ブルーラベル 3,650

Rum

Singlemalt Scotch Whisky ハバナ クラブ エスペシャル  7 1,950

ザ マッカラン ダブルカスク 12年 2,350 バカルディ 8 1,950

ザ マッカラン レアカスク 4,100 ピンクピジョンラム 1,950

グレンフィディック 15年 2,200 ロンサカパ ＸＯ 2,800

グレンリベット 18年 2,500 マウントゲイラム ＸＯ　 2,400

オーバン 14年 1,950 トロワリビエールラム 1999 2,400

グレンドロナック 18年 2,800 プランテーション パイナップル 1,950

グレンモーレンジ 18年 2,700 ディクタドール 12 2,400

オ―ヘントッシャン スリー ウッド 2,000 ディクタドール 20 2,800

ハイランド パーク 18年 3,200

タリスカー 18年 2,500 Tequila

アードベッグ 10年 1,950 パトロン シルバー 1,950

ラガヴーリン 16年 2,000 クエルボ 1800 アネホ 2,100

ラフロイグ 10年 2,100 パトロン アネホ 2,300

カリラ 18年 2,700 パトロン XO カフェ 1,950

カリラ 35年 15,000 エラドゥーラ プラタ 1,950

キルホーマン マキアーベイ 2,300 ブエンスセソ(メスカル) 2,700

ブルイックラディ ポートシャーロット 3,200 ドン フリオ レアル 5,700

オクトモア アイラバーレイ 5,100

ボウモア 27年 13,000 Digestives

レミー マルタン VSOP 1,950

Irish Whisky&Canadian Whisky レミー マルタン ルイ13 世 (30ml) 36,000

ジェムソン ブラックバレル 1,950 ポール ジロー 15年 2,500

カナディアンクラブ クラシック 12年 1,950 ヘネシー XO 3,350

シャボー  XO 2,700

American Whiskey ブラー グラン ソラージュ 1,850

ジャック ダニエル シングルバレル 1,950 シャトー ド ブルイユ 15 年 2,700

ワイルドターキー 13年 2,300 ベルタ ブリック デル ガイアン 2004 2,800

リッテンハウス ライ 1,950 テイラーズ 20年 2,300

I.W ハーパー 12年 1,950 ノエ ペドロヒメネス 30年 2,300

フォア ローゼス プラチナ 2,000

ブラントン ゴールド 2,700 下記トニック5種類よりお選びいただけます。
ウッドフォードリザーブ 1,950 フェンティマンス 350

フランクリン 350

フィーバーツリー 350

(インディアン エルダーフラワー メディタレーニアン)



 コイーバ

ロブスト 3,950

メディオ シグロ 4,500

 モンテクリスト

オープンイーグル チュボス 3,100

プティ エドムンド 1,880

No.3 1,830

 ボリバー

ロイヤル コロナス 2,030

ベリコソ フィノス 2,330

 ロメオ イ フリエタ

エキシビション 4 2,230

 パルタガス

セリー D No.4 2,330

 ダビドフ

エントレアクト 1,950

 ダビドフ ニカラグア

ロブスト チュボス 3,180

 ダビドフ エスクリオ

グラン パーフェクト 4,840

 パルタガス

チコ 1,650

ダビドフ チュボス セレクション 9,750

Cigar

Cigarillo

Cigar Gift Sets

 No.2 / 2000 / Special R


