
控えめな酸味と強い甘み、微かに感じる苦みも
再現。ジューシーさを感じながら
オリエンタルなひとときを。

FLAVOR CBD入りの国産フレーバー

STANDARD FLAVOR 

SHISHA 1set (120min)  −2,500yen+TAX~

APPLE 林檎 MANGO マンゴー

STRAWBERRY いちご MUSCUT マスカット

MIX BERRY ミックスベリー MELON メロン

LYCHEE ライチ PINEAPPLE パイナップル

甘さ
さっぱり

甘さ
さっぱり

甘さ
さっぱり

甘さ
さっぱり

甘さ
さっぱり

甘さ
さっぱり

甘さ
さっぱり

甘さ
さっぱり

林檎はシーシャの基本だからこそ拘り抜いた、
他とは一線を画す本物の林檎味。

まるでマンゴーそのものを食べているような
芳醇な甘味と風味、ほのかな苦味までも再現。

艶やかで完熟した苺の甘味と
ほのかな酸味を見事に再現。
万人に愛される苺フレーバー。

高い糖度と強い香りが特徴の、
奇跡の葡萄シャインマスカットを再現。

ストロベリー・ラズベリー・ブルーベリーを
絶妙な配分で掛け合わせることで
至高のミックスベリーが誕生。

『メロンの王様』マスクメロンの
ジューシーで芳醇な甘味を再現。
嫌味のない甘味と香りをご賞味あれ。

完熟パインの圧倒的甘味。
シーシャでは再現が難しいパインを
完璧に再現した自信作。

女性一番人気！

さっぱりしたいならこれベースで !

♥アイスホースやフレーバーmixなどのオプションこみこみでお２人様までシェア可能、３人目より+¥500

♥チャージ（12:00〜30:00）¥800

SHISHA MENU



KINAKO きなこ

HOUJICHA ほうじ茶 MATCHA 抹茶

PLUM ウメ

数多の柑橘を完璧に調合。
まるでフレグランスを思わせる爽やかさ。

風の涼やかさとともに気づく、
あの金木犀の秋の香りをシーシャでも。

可憐な花の香りと微かな甘味が鼻を突き抜ける。
その香りは他とのMIXも自由自在。

突き抜ける爽快感。究極の後味。
爽快感をプラスするMIX専用フレーバー。

旨味と苦味が調和する最高の後味。
海外製とは一線を画す本物の抹茶フレーバー。

焙煎の香ばしさと優しい香り。
ほっとひと息つけるほうじ茶は
実はシーシャとも相性抜群。

皆が思い描くあのきな粉の優しさ。
国産だからこそ実現できた本物の和テイスト。

甘酸と爽快感が身体中を駆け巡る。
気持良い余韻を残す傑作を是非。

OSMANTHUS 金木犀

MINT ミント (MIX 専用 )JASMINE ジャスミン

CITRUS シトラス

甘さ
さっぱり

甘さ
さっぱり

甘さ
さっぱり

甘さ
さっぱり

甘さ

さっぱり
甘さ

さっぱり

甘さ
さっぱり

甘さ
さっぱり

FLAVOR CBD入りの国産フレーバー

STANDARD FLAVOR 

SHISHA 1set (120min)  −2,500yen+TAX~

そのままでさっぱりでもMIX で甘くしても◎！

他店では中々味わえない本物の梅味 !!

いつものフレーバーにプラスするならこれ！

♥アイスホースやフレーバーmixなどのオプションこみこみでお２人様までシェア可能、３人目より+¥500

♥チャージ（12:00〜30:00）¥800

SHISHA MENU



PREMIUM FLAVOR +700yen

• アイスホース     • フーカータンクアレンジ    • プレミアムフーカー 

OPTION 

誰もがイメージするあの檜の香り。
青森県産の檜を使用し、
徹底的にこだわり抜いた一番人気。

まるで溶けかけたバニラアイス。
上質な香りと甘味が特徴の
艶ようなデザートフレーバー。

強烈な甘味とキャラメルの深い香りが特徴。
優しく香るミルクがアクセント。

最上の甘味を持つふかしたての安穏芋を再現。
国産だからこそできる唯一無二のフレーバー。

HINOKI ひのき

VANILLA バニラ

CARAMEL キャラメル

SWEET POTATO 安納芋

甘さ
さっぱり

甘さ
さっぱり 甘さ

さっぱり

甘さ
さっぱり

WEED品評会にて幾度も世界を制した傑作株。
レモン香る至極の後味。

微かな花の風味を纏う唯一無二の傑作株。
その名が示す中毒性を貴方に。

SUPER LEMON HAZE
スーパーレモンヘイズ

スカンクを冠する株。
CBDとの究極の親和性と
強烈なWEEDの香りを楽しむ。

SKUNK スカンク

DURBAN POISON 
ダーバンポイズン

熟成したチーズの風味を感じる株。
ゆっくりとした陶酔感を。

BLUE CHEESE ブルーチーズ

FLAVOR CBD入りの国産フレーバー

STANDARD FLAVOR 

SHISHA 1set (120min)  −2,500yen+TAX~

甘いもの好きならこれ

是非一度は吸ってみてください…！

男性一番人気！

♥アイスホースやフレーバーmixなどのオプションこみこみでお２人様までシェア可能、３人目より+¥500

♥チャージ（12:00〜30:00）¥800

SHISHA MENU



COCKTAILS

HOMEMADE MOSCOW MULE
homemade ginger ale, vodka, lime

自家製モスコミュール

CALVADOS HIGHBALL 
pacory calvados 3 étolle, soda, lemon

カルヴァドス ハイボール

OTONA LEMON-SOUR 
dogo limoncello, soda, pepper, rosemary

おとなレモンサワー

MISTIA COOLER 
mistia,elderflower, soda, lemon

ミスティアクーラー

MIKAN DRIVER 
vodka, mikan juice

みかんドライバー

JUICE & POP

HOMEMADE GINGER ALE
自家製ジンジャーエール

UME-SQUASH
ウメ-スカッシュ

APPLE JUICE
シードル醸造所のりんごジュース

MIKAN JUICE
みかんジュース

ELDERFLOWER SPARKLING
エルダーフラワースパークリング

OLD SCHOOL COLLECTIONSー ALL 500yen

COCKTAILS JUICE & POP

GIN ( TONIC/ RICKEY/ BUCK )
ジントニック / ジンリッキー / ジンバック

VODKA ( TONIC/ SODA/ GINGER )
ウォッカトニック / ウォッカソーダ / ウォッカジンジャー

JACK DANIELS ( SODA/ COKE/ GINGER )
ジャックハイボール / ジャックコーク / ジャックジンジャー

RUM COKE
ラムコーク

MALIBU COKE
マリブコーク

CASSIS( ORANGE/ SODA/ OOLONG )
カシスオレンジ / カシスソーダ / カシスウーロン

FUZZY NABLE
ファジーネーブル

PEACH OOLONG
ピーチウーロン

YAMAZAKI UME-SHU
山崎樽熟成 梅酒

ORANGE JUICE
オレンジジュース

GINGER ALE
ジンジャーエール

GRAPEFRUIT JUICE
グレープフルーツジュース

COKE
コーラ

OOLONG TEA
ウーロン茶

CHAMPAGNE
BESSERAT DE BELLEFON BLUE BRUT

ベスラ・ド・ベルフォン ブルー ブリュット

GLASS.....1,500 / BOTTLE.....20,000

SPARKLING WINE
スパークリングワイン

GLASS.....550 / BOTTLE.....10,000

ORIGINAL COLLECTIONS ー ALL 500yen

DRINK MENU


