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シャーリー・テンプル

グレナデン･シロップ 20ml

ジンジャエール 130ml

レモン 1個

炭酸飲料（ジンジャーエール）と
ザクロ（グレナデン）シロップで、
甘口に仕上げたノンアルコール
カクテルです。名前の「シャー
リーテンプル」は、ハリウッドで活
躍した名子役の名前から来てい
ます。レモンの皮をホーセズネッ
ク･スタイルに剥いて飾ります。

フロリダ

オレンジジュース 30ml

レモンジュース 30ml

砂糖 1tsp.

アンゴスチュラビタース 2振り

ジンの定番カクテル｢オレンジ・ブ
ロッサム｣からジンを抜いたノン
アル・カクテルです。1920～33年
のアメリカの禁酒法時代に流行。
鮮やかなオレンジ色が、太陽が
サンサンと降り注ぐフロリダの
ビーチを思わせるシティーカクテ
ルです。

サラトガ・クーラー

ライムジュース 20ml

シュガーシロップ 5ml

ジンジャエール 105ml

カットライム １ケ

ジンジャーエールの甘味をライ
ムがキリッと引き締めてくれる非
常に飲みやすいカクテルです。ノ
ンアル･カクテルの中でも甘さが
抑えられていて、爽やかな味わ
いが愉しめるカクテルです。

バージン･チチ

パイナップルジュース 80ml

ココナッツミルク 45ml

カットパイナップル 1ケ
マラスキーノチェリー 1ケ

トロピカルカクテルの定番｢チチ｣
からウォッカを抜いたノンアルの
バリエーションカクテルです。パ
イナップルの酸味とココナッツミ
ルクの甘さが混ざった、とてもト
ロピカルな味わいが楽しめます。

プッシーフット

オレンジジュース 30ml

レモンジュース 10ml

グレナデン･シロップ 5ml

卵黄 1個

香りはあまり無いが、口に含む
と程好い酸味と卵黄の微妙な味
わいがあるまろやかな口当りの
ノンアル・カクテルです。プッシー
フットとは、子猫のようにこっそり
歩く人、という意味。これは、アメ
リカの禁酒運動家ウイリアム・
Ｅ・ジョンソンのニックネームでし
た。

シンデレラ

オレンジジュース 20ml

レモンジュース 20ml

パイナップルジュース 20ml

有名なおとぎ話「シンデレラ姫」
の名が付いたノンアルコールカク
テル。オレンジ、レモン、パインの
３種類のジュースが美しい色合
いと美味しさを生み出しています。
特に、パイナップルの香りが印象
的でやや酸味のあるすっきりとし
た味わいの中辛口カクテルです。

ノンアルコール系スタンダードカクテルのご提案
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カシス・ジンジャー

カシスシロップ 30ml

ジンジャエール 90ml

レモンスライス 1枚

果実味豊かなカシスシロップに
ジンジャエールのピリッと刺激の
ある爽快感がマッチした、フルー
ティな味わいのノンアルカクテル
です。レモンスライスの爽やかな
香りと酸味が甘味を引締めて美
味しく仕上げてくれます。

カシスシロップでつくるノンアルコールカクテルのご提案

カシス・アイスティー

カシスシロップ 30ml

紅茶 90ml

果実味豊かなカシスシロップに
豊かな香りの紅茶を加えたシ
ンプルレシピのノンアル・カクテ
ルです。ほんのり甘く爽やかな
なのどごしで女性にお薦めの
一杯です。

カシス・トニック

カシスシロップ 30ml

トニックウォーター 90ml

レモンスライス 1枚

果実味豊かなカシスシロップに
トニックのシュワシュワっとした
爽快感がマッチした、フルーティ
な味わいのノンアルカクテルで
す。ほんのり甘く爽やかな喉越
しが楽しめるので、特に女性に
お薦めの一杯です。

カシス・コーラ

カシスシロップ 30ml

コーラ 90ml

レモンスライス 1枚

果実味豊かなカシスシロップに
コーラのピリッと刺激のある爽快
感がマッチした、爽快でフルー
ティな味わいのノンアルカクテル
です。レモンスライスの爽やかな
香りと酸味が甘味を引締めて美
味しく仕上げてくれます。

カシス＆グリーンティー

カシスシロップ 30ml

緑茶 90ml

果実味豊かなカシスシロップに、
清々しい緑茶のすっきり感が
マッチした、カシスの美しい色彩
とすっきりした飲みやすさが特徴
のティーカクテルです。

カシス＆ミルク

カシスシロップ 30ml

牛乳（ミルク） 90ml

果実味豊かなカシスシロップに、
牛乳（ミルク）のまろやかさがマッ
チした、フルーティ＆ミルキーな
味わいの女性にお薦めのミルク
カクテルです。
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グレナデン・トニック

グレナデン･シロップ 30ml

トニック･ウォーター 90ml

レモンスライス 1枚

グレナデンシロップにトニッ
クを加えたさわやかなス
ウィートカクテルです。適度
な甘さとさわやかなのどごし
で女性にお薦めの一杯です。

カシス・ソーダ

カシス･シロップ 30ml

ソーダ 90ml

レモンスライス 1枚

カシスのシロップをソーダで
割った定番ノンアル・カクテル。
フルーティでさわやかなテイ
ストが特長です。

サラトガ・クーラー

ライムジュース 20ml

シュガーシロップ 5ml

ジンジャエール 105ml

カットライム １ケ

ジンジャーエールの甘味を
ライムがキリッと引き締めて
くれる非常に飲みやすいカ
クテルです。ノンアル･カクテ
ルの中でも甘さが抑えられ
ていて、爽やかな味わいが
愉しめるカクテルです。

カシス・アイスティー

カシスシロップ 30ml

紅茶 90ml

果実味豊かなカシスシロップに
冷たく冷やした紅茶を加えたシ
ンプルレシピのノンアルコール
カクテルです。ほんのり甘く爽
やかなな喉越しで女性にお薦
めの一杯です。

ストロベリー＆バニラミルク

イチゴ 3個
バニラアイス 30ｇ
牛乳(ミルク） 45ml

フレッシュなイチゴを使用してバニラ
アイスとミルクと一緒にミキシングした
ミルク系ノンアルコール・カクテルです。
イチゴはビタミンCやカリウムが豊富
で高血圧の予防や整腸効果がありま
す。

カルピスミルク&クランベ
リー

カルピス 30ml

牛乳（ミルク） 45ml

クランベリージュース 45ml

カルピスとミルクを合せて、甘酸っぱ
いクランベリージュースと合せたフ
ルーティでまろやかな味わいのノンア
ルコール・カクテルです。

飲めなくても安心なノンアルコールカクテルのご提案



レモンビネガー

アサヒ ドライゼロ 160ｍｌ
レモン酢ドリンク(5倍濃縮)

40ｍｌ

ドライゼロ：レモン酢＝４：１

レモンビネガーですっきり感が
くせになります。
お好みでレモンスライスをどうぞ。
約15mlのお酢がとれます。（カクテ
ル200ml当り）

乾杯！ＢｅｅｒＴａｓｔｅ

アサヒドライゼロ 100ｍｌ
サイダー 100ｍｌ

ドライゼロ：サイダー＝１：１

「苦味がニガテ」という方も大丈夫！
この 「カンパイ！B.T.」なら苦味が
ニガテな方も 「乾杯！」できます！

みんなと「乾杯！」して、一緒にぐび
ぐびしましょう！

トマトビネガー

アサヒ ドライゼロ 175ｍｌ
トマト酢マンゴードリンク（5倍濃縮）

35ｍｌ

ドライゼロ：トマト酢マンゴー＝５：１

トマトのお酢とアサヒドライゼロで
さわやかに。
約10ｍｌのお酢がとれます。（カクテ
ル200ml当り）

レッドアイ カロリー１／３

アサヒ ドライゼロ 100ｍｌ
カゴメトマトジュース 100ｍｌ

ドライゼロ：トマトジュース＝１：１

トマトジュースをふんだんに使用し
たヘルシーなカクテルです。さらに
「ドライゼロ」を使うことでカロリー
オフに！

シャンディガフ・ハーフ

アサヒ ドライゼロ 100ｍｌ
ウィルキンソン ドライジンジャエール

100ｍｌ

ドライゼロ：ジンジャエール＝１：１

爽快感で、飲み干したくなる1杯に。

人気の定番カクテルをカロリーオフ
で！

ファイビー

アサヒ ドライゼロ 70ｍｌ
超ファイバーゼロカロリー 140ｍｌ

ドライゼロ：超ファイバー＝１：２

食物繊維がとれるカクテルなんて初
めて！約2.0ｇ（※ﾚﾀｽ1個分）の食物
繊維がとれます。（カクテル200ml当
り）

※五訂日本食品標準成分表より算出（レ
タス可食部１個２００ｇとして）

アサヒドライゼロでつくるノンアルコールカクテルのご提案


