balé signature

Rp.000,000

Balé Martini 						

120

Balé Bloody Peppered Mary 				

110

Balé Mojito 						

110

Balé Margarita 						

135

Vodka shaken with freshly pressed apple juice, lychee liqueur,
served straight up

Our bale signature homemade mary. We blend vodka and freshly pressed
tomato juicebalanced with tabasco hot sauce,worcestershire sauce and black
peppercorns, served long over ice with a black pepper rim, celery stick
and speared cherry tomato

Light rum shaken with lime essence and passion fruit, served long over crushed
ice and crowned with a charge of lemon soda and fresh passion fruit
Gold tequila infused with fresh vanilla pods shaken with triple sec and a
suggestion of vanilla sugar, served martini style with a vanilla sugar rim

balé martini
Raspberry & Lemongrass Martini			

120

Sake/Cucumber Martini 					

115

Grilled Pineapple & Cardamom Martini		

110

Sundown Martini 						

125

Plump fresh raspberries muddled then shaken with vodka,Japanese sake,
crème de cassis & finished with homemade lemongrass syrup &
fresh squeezed lemon juice, served straight up
Vodka muddled with freshly pressed cucumber and sake,
shaken with apple juice, served straight up

A stunning mix of freshly grilled succulent pineapple muddled
with fresh cardamom then aggressively shaken
with vodka, served straight up
Brandy shaken with triple sec, freshly squeezed
orange, pineapple and lemon juices, served straight up

balé LONG
Spiced Swizzle 						

135

Coconut Rum Crusta					

125

Classic Mary (circa 1930s) 				

115

A cool refreshing blend of myers rum and freshly pressed lime juice shaken
with amaretto, served long over ice
A simple refreshing fusion of Malibu and triple sec shaken vigorously
with freshly pressed lemon, served long with a superfine sugar rim
and lemon twist

Gin and a dash of port with freshly pressed tomato juice balanced
with tabasco hot sauce and Worcestershire sauce with a twist of salt and
black pepper, served long over ice with celery stick and a slice of lemon

balé FIZZ
Strawberry Royale					

125

Gin Fizz 							

125

Balé Bellini 							

125

Fresh strawberries muddled with vodka and creme de cassis topped with
sparkling wine, served long in a champagne flute
Peach liqueur, gin and freshly pressed orange juice
charged with sparkling wine, served long in a champagne flute
Pimm’s no. 1 and ginger ale topped with sparkling wine,
served long in a champagne flute

All fresh produce ARE LOCALLY SOURCED FROM BALI
All prices are indicated in thousand Rupiah and subject to 11% Government tax and 10% service charge

mocktails (non-alcoholic)

Rp.000,000

Frutty Combi 						

55

Strawberry Blush 					

55

The Balé Dream 						

55

Booster 							

55

Lifter 							

55

Balancer							

55

Strawberry, watermelon, pineapple and orange

Strawberry, pineapple, orange, lemon juice and grenadine syrup
Guava, pineapple and grenadine

Carrot, ginger, apple and orange

Passion fruit, pineapple, mango and fresh mint leaf
Strawberry, banana, pineapple and yoghurt

fresh chilled juice

Orange, Pineapple, Guava, Mango				

45

water
Imported							

Small Perrier, Evian						
San Pellegrino 250ml 						
Local	 							
Equil Sparkling, Equil Still

soft drink

Coke, Diet Coke, Sprite Soda Water, Tonic Water, Ginger Ale

refreshment

Ice Spiced Tea, Iced Coffee, Iced Cappuccino 			

45
35
40

40
35

beer
Local

Bintang 							
						

45

San Miguel Light (low carbohyrdrates)				
Heineken							

50
65

International

vermouth

Martini Bianco, Martini Dry, Martini Rosso				

liqueur

Campari, Pernod, Amaretto, Cherry Heering, 			
Benedictine D.O.M, Grand Marnier, Galliano, Pimms no. 1,
Cointreau, Bailey’s, Kahlúa

spirit

Gordons Dry Gin, Beefeater Gin, Myer’s Rum, 			
Bacardi Light Rum Jose Cuervo Tequila,
Smirnoff Vodka
Tanqueray Gin, Bombay Sapphire Gin, 				
J.W. Red Label, Balantines, Jameson, Jim Beam, Absolut Vodka
J.W. Black Label, Jack Daniels, Chivas Regal, 			
Glenfiddich Grey Goose Vodka, Belvedere Vodka

100
105

110
115
125

All fresh produce ARE LOCALLY SOURCED FROM BALI
All prices are indicated in thousand Rupiah and subject to 11% Government tax and 10% service charge

BALÉ SIGNATURE

Rp.000,000
Balé Martini 					 		 120
バレ・シグネチャー

バレ・マティーニ

ウォッカ、ライチ、アップル・ジュース、レモングラス・フォーム

Balé Bloody Peppered Mary

				

バレ・ブラッディ・ペパード・マリー

110

ブレンド・イエロー・ペッパーズ、ウォッカ・フレッシュ・トマトジュース、タバスコ、
ウスターソース、ロング・オーバー・アイス＆ブラック・ペッパー・リム

Balé Mojito 						
バレ・モヒート

110

ラム、パッション・フルーツ、ライム・ジュース、シロップ、レモンソーダ

Balé Margarita

				

バレ・マルガリータ

135

ゴールド・テキーラ、フレッシュ・バニラ・ポッド、
コアントロー、バニラ・シュガー・リム、マティーニスタイル

BALÉ martini

バレ・マティーニ

Raspberry and Lemongrass Martini 			
ラズベリー＆レモングラス・マティーニ

120

ラズベリー、ウォッカ、酒、クレーム・ド・カシス、レモングラス・シロップ、
フレッシュ・スクィーズ・レモンジュース

Sake / Cucumber Martini
サケ・キューカンバー・マティーニ

115

ウォッカ、キュウリ、サケ、アップル・ジュース

Grilled Pineapple and Cardamom Martini 			
グリル・パイナップル＆カルダモン・マティーニ

110

フレッシュ・グリル・パイナップル、カルダモン、ウォッカ

Sundown Martini							 125
サンダウン・マティーニ

ヘネシー・コニャック、グラン・マニエ、フレッシュ・スクィーズ・
オレンジ、パイナップル＆レモンジュース

BALÉ LONG バレ・ロング
Spiced Swizzle myers rum スパイス・スウィズル・マイヤー・ラム
freshly pressed lime juice shaken with amaretto

135

フレッシュ・プレス・ライム・ジュース、アマレット

Coconut Rum Crusta ココナツ・ラム・クラスタ 			

a simple refreshing fusion of malibu and grand marnier shaken vigorously
with freshly pressed lemon, served long with a superfine sugar rim and lemon twist

125

マリブ、グラン・マニエ＆フレッシュ・プレス・レモン、スーパーファイン・
シュガー・リム、レモン・ツイスト

Classic Mary (circa 1930s) クラシック・マリー（1930年代）

gin and dash of port with freshly pressed tomato juice, tabasco worcestershire sauce
and pinch of salt and black pepper

115

ジン＆ポート、フレッシュ・プレス・トマト・ジュース、タバスコ、
ウスターソース、ソルト＆ブラックペッパー

BALÉ fizz バレ・フィズ
Strawberry Royale ストロベリー・ロイヤル				125
fresh strawberries muddled with vodka, crème de cassis topped with sparkling wine
フレッシュ・ストロベリー、ウォッカ、クレーム・ド・カシス、
スパークリング・ワイン

Gin Fizz ジン・フィズ 							125
peach liqueur, gin and freshly pressed orange juice charged with sparkling wine
ピーチ・リキュール、フレッシュ・プレス・オレンジジュース、
スパークリング・ワイン

Balé Bellini pimm’s no. 1

バレ・ベリーニ・ピムズ 			
No.1 ginger ale and topped with sparkling wine

125

ジンジャー・エール、スパークリング・ワイン

All prices are indicated in thousand Rupiah and subject to 11% Government tax and 10% service charge

mocktails モクテル

Rp.000,000

Frutty Combi フルッティ・コンビ

strawberry, watermelon, pineapple and orange juice

				

55

ストロベリー、スイカ、パイナップル、オレンジジュース

Strawberry Blush

ストロベリー・ブラッシュ		

strawberry, pineapple, orange juice, lemon juice and grenadine syrup

55

ストロベリー、パイナップル、オレンジジュース、レモンジュース、
グレナディン・シロップ

The Balé Dream ザ・バレ・ドリーム			
guava, pineapple and grenadine

55

グアバ、パイナップル、グレナディン

Booster

ブースター 						
carrot, ginger, apple, cucumber and orange juice

55

キャロット、ジンジャー、キュウリ、オレンジジュース

Lifter リフター 						 55
passion fruit, pineapple, mango and fresh mint leaf

パッション・フルーツ、パイナップル、マンゴ、フレッシュ・ミント

Balancer バランサー						 55
strawberry, banana, pineapple and yoghurt

ストロベリー、バナナ、パイナップル、ヨーグルト

fresh chilled juice フレッシュ・ジュース

Orange オレンジ, Pineapple パイナップル,
Guava グアバ, Mango マンゴ
				 45

waters ウォーター

imported インポート						 45
Perrier ペリエ,Evian エヴィアン,
San Pallegrino, サン・パレグリノ					

35

local ローカル						 40
Equil Sparkling イクィル・スパークリング, Equil Still イクィル・スティル

soft drink ソフト・ドリンク

Coke コーラ, Diet Coke ダイエット・コーク, Sprite スプライト, 		
Soda water ソーダ・ウォーターTonic Water トニック・ウォーター,
40

beer ビール

LOCAL

ローカル

bintang ローカル ビンタン				

45

International インポート					

San Miguel Light (low carbohyrdrates) サン・ミゲル・ライト（低炭素）
50
Heineken ハイネケン
					 65

vermouth ベルモット

							

Martini Bianco マティーニ・ビアンコ,Martini Dry マティーニ・ドライ,
Martini Rosso マティーニ・ロッソ

liqueur リキュール

Campari カンパリ, Pernod ペルノッド, Amaretto アマレット,
Cherry heering チェリー・ヒーリング, Benedictine d.o.M Grand Marnier
ベネディクティン D.O.M グラン・マニエ, Galliano ガリアーノ,
Cointreau コアントロー, Bailey’s ベイリーズ, Kahlúa カルーア

spirit スピリッツ

Gordon dry Gin ゴードン・ドライ・ジン,Myer’s Rumマイヤーズ・ラム,
Beefeater Ginビーフィーター・ジン, Smirnoff vodka スミルノフ・ウォッカ
Bacardi Light Rum バカルディ・ライト・ラム, Jose Cuervo Tequila

90

100

105

クエルボ・テキーラ			

Tanqueray Gin タンカレー・ジン, jameson ジェイムソン, 			
110
Bombay Sapphire Gin ボンベイ・サファイア・ジン, Jim Beam ジン・ビーム,
j.w. Red Label J.W.レッド・ラベル, Balantines バランタイン,
Absolut vodka アブソルート・ウォッカ 		
j.w. Black Label J.W.ブラック・ラベル , Jack Daniels ジャック・ダニエル, 120
Chivas Regal シーバス・リーガル, Glendfiddich グレンフィディック
Grey Goose Vodka グレイグース・ウォッカ,
Belvedere Vodka ベルヴェデール・ウォッカ

All fresh produce ARE LOCALLY SOURCED FROM BALI
All prices are indicated in thousand Rupiah and subject to 11% Government tax and 10% service charge

