
What is 86? 

Chumley’s was a former speakeasy bar located at 86 Bedford Street in the West Village 

neighborhood in Manhattan, New York City. 

Established during the Prohibition era (1920-1933), this legendary, illicit bar hosted guests 

in search of alcohol, food and thrills. 

It is rumored that police would kindly call and tell the bartender to “86” his customers, 

which meant that a raid was about to happen. 86 is said to have meant to “get rid of” the 

customers through the back door before the police arrives.

One century later, it’s time for you to experience a new “86” high above Shinjuku skies. 

Welcome to your new urban escape. 

86とは

禁酒法時代 (1920年～1933年)、お酒とお食事、そしてスリルを求め、人々が足を運
んだその場所は、ニューヨーク・ウェストビレッジの 86番地に潜むチャームリーズと
いう闇酒場 (Speakeasy)でした。
諸説ありますが、警察がバーテンダーに電話し「You’re being 86ed」と伝えたら、そ
れは手入れが始まることを知らせていたそう。86は「消す」という意味の隠語だった
とも言われ、裏口から客を出しておくようにという意味もありました。
当時から100年後の今、新宿上空で愉しむ、新しい大人の遊び場「86」を体験ください。



NEED TO CALM DOWN?                                                                                 2,200 yen
一旦落ち着きますか？
Gin / Aroma Water / Syrup
ジン /アロマウォーター /シロップ

TIRED?                                                                                                                2,200 yen
疲れた？
Amaro / Kina / Bitters / Tonic / Lemon Juice
アマーロ /キナ /ビターズ /トニック /レモン ジュース

HAD A BAD DAY?           　                                                                             2,200 yen
嫌な一日には！
Absinthe / Vermouth / Lillet Blanc / Lemon Juice / Soda
アブサン /ベルモット /リレ ブラン /レモン ジュース /ソーダ

I NEED A TREAT!  　　　　　　　　　　　       　　　　　　　   4,000 yen
ご褒美が必要！                                                                                                                                   

Clase Azul / Grapefruit Juice / Tonic / Celery Rooibos Tincture
クラセアスール /グレープフルーツジュース /トニック / セロリ ルイボス ティンクチャー

COCKTAILS TO MATCH YOUR MOOD
今日の気分に合わせてお選びください

All prices quoted are subject to 15% service charge.  
表記料金に、サービスチャージ15％を別途申し受けます。

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary requirements that we should be aware of when preparing your meal.

食物アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますようお願い致します。



NY JUNK STAR                                                                                                 2,400 yen
ニューヨークジャンクスター　 

Blueberry Gum Infused Gin / Lime Juice / Ginger Beer / Ginger Ale / Angostura Bitters 
ブルーベリーガムインフューズジン /ライムジュース / ジンジャービア
ジンジャーエール / アンゴスチュラビターズ 

ギャングスターではなくジャンク？ブルーベリーガムジンとギャングのような

スパイシーなジンジャービアで．．．

THIS IS WATER                                                                                                2,300 yen
ディス ・イズ・ ウォーター                                                                                                         

Sake / Neversink Gin / Celery / Agave Syrup / Lemon Juice / Yuzu Bitters 
日本酒 / ネバーシンクジン / セロリ / アガベシロップ / レモンジュース / 柚子ビターズ

日本酒とニューヨークジンのマリアージュ。 水のように飲めてしまう。 

これは水だ．．．

EARL GREY SPRITZ                                                                                          2,300 yen
アールグレイ スプリッツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

Earl Gray Liqueur / Gin / Lemon Juice / Tonic 
アールグレイリキュール / ジン / レモンジュース / トニックウォーター 

日本生まれのアールグレイリキュールと葡萄でできたジンが織りなす

華やかでフルーティーなリフレッシングカクテル。 

SIGNATURE COCKTAILS
シグネチャーカクテル

All prices quoted are subject to 15% service charge.  
表記料金に、サービスチャージ15％を別途申し受けます。

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary requirements that we should be aware of when preparing your meal.

食物アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますようお願い致します。



APPLE CHAI SWIZZLE                                                                                     2,300 yen
アップル チャイ スウィズル　　                                                                                                

Homemade Spiced Rum / Apple Juice / Orgeat / Lime Juice / Cardamon Tincture 
ホームメイドスパイスドラム / アップルジュース / アーモンドシロップ / カルダモンティンクチャー 

自家製のカルダモンが効いたスパイスドラムを使用した

フルーティーでスパイシーなカクテル。

 

CAFÉ AU LAIT GLACÉ                                                                                      2,400 yen
カフェ オ レ グラッセ　                                                                                                                

Caramel Rum / Cold Brew Coffee / Beer Syrup / Milk / Salt Caol lla 
キャラメルラム /コールドブリュー / ビールシロップ / ミルク / ソルトカリラスプレー

見た目はカフェ・オ・レ・グラッセ。 

Café breakいかがですか？後は飲んでからのお楽しみ。

スイートカクテル．．．

TODAY’S FRESH FRUIT COCKTAIL 　                                                       Please Ask
本日のフレッシュフルーツカクテル

詳細はバーテンダーにお聞きください。

SIGNATURE COCKTAILS
シグネチャーカクテル

All prices quoted are subject to 15% service charge.  
表記料金に、サービスチャージ15％を別途申し受けます。

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary requirements that we should be aware of when preparing your meal.

食物アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますようお願い致します。



PARISIAN                                                                                                          2,500 yen
パリジャン       

Gin / Blackcurrant / Dry Vermouth / Chocolate Croissant 
ジン / カシス / ドライベルモット / チョコクロワッサン 

パリの市民や男性をイメージされたカクテル、パリジャン。 

パリの子供をイメージし、再構築。我々はパリっ子と呼んでいます。

FENNEL BEE’S KNEES　　　　　　　　 　　　　　　　　　　  2,500 yen
フェンネル ビーズニーズ　

Gin / Lemon Juice / Fennel Honey Cordial
ジン / レモンジュース / フェンネルハニー

禁酒法時代に生まれたアイコニックなカクテル。

フェンネル蜂蜜を使用し、独特な風味に 仕上げました。 

ICONIC PROHIBITION ERA COCKTAILS
禁酒法時代のカクテル

All prices quoted are subject to 15% service charge.  
表記料金に、サービスチャージ15％を別途申し受けます。

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary requirements that we should be aware of when preparing your meal.

食物アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますようお願い致します。



REVERSE MARTINI                                                                                          2,400 yen
リヴァース マティーニ　
Gin / Vermouth / Sandalwood Tincture 
ジン / ベルモット / 白檀ティンクチャー

時代に埋もれたマティーニにスポットライトを当てた、シトラシーでハーバルで

ウッディーな初めての感覚に陥るやさしいマティーニ。

ROYAL BERMUDA YACHT CLUB                                                                   2,600 yen
ロイヤル バミューダ ヨット クラブ　

Aged Rum / Lime Juice / Orgeat / Triple Sec 
エイジドラム / ライムジュース / アーモンドシロップ / トリプルセック

1844年設立の英国のヨットクラブ名から命名されたカクテル。

アーモンドを強調させ、 本来のレシピよりもトロピカルな味わいに。

FORGOTTEN COCKTAILS
時代に埋もれたカクテル

All prices quoted are subject to 15% service charge.  
表記料金に、サービスチャージ15％を別途申し受けます。

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary requirements that we should be aware of when preparing your meal.

食物アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますようお願い致します。



JAPANESE DRAFT BEER 
Gargery - Estella (Pale Ale Type)                                                                                    1,600 yen                                              
ガージェリー エステラ（ペールエールタイプ）

CHAMPAGNE　　　　　　　　　　　　　　　
Sélection de Parcelles / Henriet Bazin                                                                          2,750 yen
セレクション・ド・パルセル  アンリエ・バザン

WHITE WINE              
2018  Au Jus / 1849 Wine Co. 
2018 オゥ・ジュース  1849 ワイン・カンパニー

RED WINE                                                                
2017 Anonymous / 1849 Wine Co.
2017 アノニマス  1849 ワイン・カンパニー

OTHER BEVERAGES
その他のお飲み物

Glass 1,980 yen
Bottle 11,000 yen

 Glass 2,500 yen
Bottle 14,000 yen

All prices quoted are subject to 15% service charge.  
表記料金に、サービスチャージ15％を別途申し受けます。

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary requirements that we should be aware of when preparing your meal.

食物アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますようお願い致します。


