
HAVE A DRINK
Suntory craft gin “ROKU” 200ml ￥2,900
サントリークラフトジン 六 200ml

Japanese rice vodka “Micha” 180ml ￥2,900
ジャパニーズライスウォッカ ミーシャ 180ml

Japanese whisky “KURAYOSHI” 8years 200ml ￥3,200
ジャパニーズウイスキー 倉吉8年 200ml

Japanese whisky “YAMAZAKI” 12years 50ml ￥2,000
ジャパニーズウイスキー 山崎12年 50ml

Dry gin Monkey 47 50ml ￥2,000
ドライジン モンキー47 50ml

Irish whisky Jameson 50ml ￥1,000
アイリッシュウイスキー ジェムソン 50ml

Fruit liqueur Hpnotiq 50ml ￥1,000
フルーツリキュール ヒプノティック 50ml

Liqueur Cointreau 50ml ￥1,000
リキュール コアントロー 50ml

Cocktail bottle LAIBA “Twisted Negroni” 90ml ￥2,700
カクテルボトル ライバ ツイスティッド ネグローニ 90ml

Cocktail bottle LAIBA “I am Coconuts” 120ml ￥2,900
カクテルボトル ライバ アイムココナッツ 120ml

Sapporo beer YEBISU ￥700
サッポロ エビスビール

W Osaka label craft beer ￥1,300
クラフトビール W Osaka ラベル

Grolsch premium lager beer ￥1,000 
グロールシュ プレミアム ラガー ビール

Japanese Sake “KUNINOCHO” Jyunmai nama ￥2,200
國乃長 純米生貯蔵酒

W Osaka Label High Ball ￥900
ハイボール W Osaka オリジナル缶

W Osaka Label Chu-High ￥900 
チューハイ W Osaka オリジナル缶

GAJA “Rossj Bass” white wine 375ml ￥11,000
白ワイン ガヤ ロッシィ・バス 375ml

GAJA “Gaja & Rey” chardonnay white wine   375ml （Suite room） ￥29,000
白ワイン ガヤ ガヤ・エ・レイ シャルドネ 375ml（スィートルーム）

GAJA “Sito-Moresco” red wine 375ml ￥11,000
赤ワイン ガヤ シトモレスコ 375ml

GAJA “Barbaresco” red wine 375ml（Suite room） ￥29,000
赤ワイン ガヤ バルバレスコ 375ml（スィートルーム）

ZERO PROOF
TANII farm Orange juice ￥1,500
谷井農園みかんジュース

TABII farm Pink grapefruit juice ￥1,500
谷井農園ピンクグレープフルーツジュース

TANII farm Apple juice ￥1,500
谷井農園アップルジュース

Pepsi Japan cola ￥600
ペプシジャパンコーラ

Pepsi Japan diet cola ￥600
ペプシジャパンダイエットコーラ

W Osaka label Japanese craft cola ￥1,400
クラフトコーラ W Osaka オリジナルラベル

“The Yellow Edition” Red Bull energy drink ￥700
レッドブル ザ イエロー エディション

“Go & Fun” gluten free energy drink ￥700
グルテンフリー エナジードリンク ゴー＆ファン

“MICKTYU JYUTYU” Japanese juice  ￥600
みっくちゅ じゅーちゅ

Fever tree premium ginger ale ￥600
フィーバーツリー プレミアムジンジャーエール

Fever tree premium tonic water ￥600
フィーバーツリー プレミアムトニックウォーター

NOSE mineral soda ￥600
能勢ソーダ

VOSS still water ￥1,500
ボス スティルウォーター

VOSS sparkling water ￥1,500
ボス スパークリングウォーター

TAKE A BITE
SAHARE snacks “Maple peacan nuts” ￥750
サハレ メープル ピーカンナッツ

SAHARE snacks “Pomegranate flavored pistachios” ￥750
サハレ ザクロフレーバー ピスタチオ

Eat Real QUINOA chips “Sour cream & Chives”  ￥750
キヌアチップス サワークリーム＆チャイヴ

Organic green been chips ￥700
オーガニック ビーン チップス

Pernes long chips mashed potato snack “Sea Salt & Vinegar”  ￥600
ぺルネス ロングポテトチップス シーソルト＆ビネガー

RAW BITE the organic bar “Vanilla Berries” ￥850
オーガニック ローバイト バニラベリーズ

RAW BITE the Organic bar “Protein” ￥850
オーガニック ローバイト プロテイン

“Mentaimayo” Japanese rice snack ￥600
ラッキー明太マヨおかき 

“Kakitane wasabi” Japanese snack  ￥600
かきたねわさび醤油

my honey chocolat sand Leap ￥800
マイハニー ショコラサンド リープ

Japanese dried fruits mix ￥1,800
国産無添加ドライフルーツミックス

Japanese lollipop candy “I Love Osaka” ￥600
オリジナルペロペロキャンディー

Japanese candy “Osaka KONPEIDOU” ￥2,600
金平糖 大阪 金平堂

Alcohol-metabolizing supplement “SUPALIV” ￥2,600
-Enjoy your drink without the worry of a hangover-
アルコール代謝サプリメント スパリブ

EVERYTHING ELSE
W Osaka original FUN DICE ￥2,300
W Osaka オリジナルサイコロ

Cloth face mask spray  ￥1,800
マスク用除菌スプレー

COUPLE KIT condom ￥1,200
カップルキット コンドーム

Whatever/Whenever. Just ask. Dial 9 24/7. 内線9番へ

料金には消費税・サービス料15％が含まれております。
食物アレルギーをお持ちのお客様は、必ずご注文の前にスタッフへお伝えください。
季節により、メニュー内容が変更になる場合がございます。
The price includes consumption tax and 15% service charge.
If you have any concerns regarding food allergies, 
please alert your server prior to ordering.
Please be advised that menu is subject to change depending on seasonal availability.

W MIXBAR
Mix drinks and bites with fresh merchandise
ゲストルーム限定の厳選アイテムをお楽しみください


