
バーテンダーから絶大な信頼を得る世界No.1＊ラム	

バカルディ スペリオールのカクテル	

※想定グラス容量（ml）	

人気No.1ラムでつくった世界で人気のカクテル	

バカルディ モヒート	

①グラスにスペアミンの葉、ライム、シュガーシロップを入れ、ペストルで潰す。	
②クラッシュアイスを入れ、バカルディ スペリオールを注ぎ、全体が混ざり合うよう

にステアする。	

③おいしい炭酸水を加えて軽くステアし、ミントの葉を飾る。	

◯バカルディ スペリオール 
	 	

	30ml	
◯ミントの葉 	12枚程度	

◯ライム 	1/4個	

◯シュガーシロップ 	10ml	
◯おいしい炭酸水 	90ml	

ラムとコーラでつくった味わい豊かなカクテル	

キューバ リブレ	

①グラスにキューブアイス4～5個を入れ、バカルディ ゴールドまたは
バカルディ スペリオールを注ぎ入れる。	

②コーラを注ぎ、軽くステアする。	
③お好みでカットレモンまたは、カットライムを搾り入れる。	

◯バカルディゴールドまたは	
　 バカルディスペリオール	30ml	

◯コーラ 	90ml	
◯カットレモンまたは、	

　 カットライム	

甘い南国へと誘うトロピカルカクテル	

ピニャ コラーダ	

①氷の入ったシェイカーにカットパイン以外のすべての材料を入れる。	
②よく混ざるまでシェイクする。　 ③キューブアイス4～5個を入れたグラ

スにシェイクしたカクテルを注ぐ。　 ④必要に応じてグラスの縁にカッ
トパインを飾る。	

◯バカルディ スペリオール　
	 	30ml	

◯パイナップルジュース 	60ml	
◯ココナッツウォーター 	30ml	

◯シュガーシロップ　 	5～10ml	

◯カットパイン	

酸味と甘みのバランスが人気の定番カクテル	

ダイキリ　	

①氷の入ったシェイカーにすべての材料を入れる。	
②よく混ざるまでシェイクする。	

③グラスにシェイクしたカクテルを注ぐ。	

◯バカルディ スペリオール	
　	 	45ml	

◯業務用 Ribbonライムシロップ 
	 	20ml	

◯シュガーシロップ 	10ml	
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バカルディ スペリオール	
バカルディ ゴールド	
40度 750ml	



バーテンダーから絶大な信頼を得る世界No.1＊ラム	

バカルディ スペリオールのカクテル	

※想定グラス容量（ml）	

＊2015年販売金額ベース。IWSR社調べ	

涼しげな見た目とシャリシャリ感がたまらない	

フローズン モヒート	

①バカルディ スペリオール、業務用 Ribbonライムシロップ、	
　シュガーシロップ、氷をブレンダーにかける。	

②さらにミントの葉、水を入れ、ブレンダーにかける。	

◯バカルディ スペリオール　
	 	

	30ml	
◯ミントの葉 	5、6枚くらい	

◯業務用 Ribbonライムシロップ 

	 	15ml	
◯シュガーシロップ 	15ml	

◯氷 　 	150ｇ程度	
◯水　　 　　 	60ml	

ホットカクテルの新定番	

ホット モヒート	

①耐熱グラスにミントの葉、業務用 Ribbonライムシロップ、	
　シュガーシロップを入れ、ペストルで潰す。	

②バカルディスペリオール、お湯を注ぎ、全体が混ざり合うようにステアする。	

③お好みでカットライム、ミントの葉を飾る。	

◯バカルディ スペリオール　
	 	

	45ml	
◯ミントの葉 	5、6枚くらい	

◯業務用 Ribbonライムシロップ

	 	15ml	
◯シュガーシロップ 	適量	

◯お湯 	135ml	
◯カットライム	

※220 

お好みのフルーツをお楽しみいただけるモヒート	

フルーツ モヒート	

①グラスにミントの葉、業務用 R0ibbonライムシロップ、シュガーシロップを入れ、ペストルで潰す。	

②クラッシュアイスを入れ、バカルディ スペリオールを注ぎ、全体が混ざり合うようにステアする。	

③お好みのフルーツジュースとトニックウォーターを加えて軽くステアし、ミントの葉を飾る。	

	

◯バカルディ スペリオール　
	 	

	30ml	
◯ミントの葉 	12枚くらい	

◯業務用Ribbonライムシロップ 

	 	15ml	
◯シュガーシロップ 	少量	

◯トニックウォーター 	30ml	
◯お好みのフルーツジュース	

	 	60ml	

クランベリーの甘酸っぱさとラムのすっきりした味わい	

バカルディ クランベリー　	

①グラスに氷をたっぷり入れ、バカルディ スペリオールを注ぎ入れる。	
②業務用PS クランベリー30%を注ぎ、軽くステアする。	

③お好みでカットレモンまたは、カットライムを搾り入れる。	

◯バカルディスペリオール	
　	 	30ml	

◯業務用PS クランベリー30%	
]	 	90ml	

◯カットレモンまたは、	

　 カットライム	
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バカルディ スペリオール	
バカルディ ゴールド	
40度 750ml	



バーテンダーから絶大な信頼を得る世界No.1＊ラム	

バカルディ スペリオールのカクテル	

※想定グラス容量（ml）	

食欲アガる！気持アガる！新定番	

ラムハイ	

①氷を「山盛りに」入れる。バカルディ スペリオール を注ぐ。	
②よく冷えたおいしい炭酸水を入れ、カットレモンを絞り、そのままジョッ

キ内に入れる。	
③炭酸が抜けないように縦に1回ステアして完成。	

◯バカルディ スペリオール 
	 	

	30ml	
◯カットレモン 	1/8個	

◯おいしい炭酸水 	120ml	

	

食欲アガる！気持アガる！新定番	

ラムハイコーラ	

①氷を「山盛りに」入れる。バカルディ スペリオール を注ぐ。	
②よく冷えたコーラを入れ、カットレモンを絞り、そのままジョッキ内に入

れる。	
③炭酸が抜けないように縦に1回ステアして完成。	

◯バカルディ スペリオール 
	 	

	30ml	
◯カットレモン 	1/8個	

◯コーラ 	120ml	

	

食欲アガる！気持アガる！新定番	

ラムハイジンジャー	

①氷を「山盛りに」入れる。バカルディ スペリオール を注ぐ。	
②よく冷えたジンジャーエールを入れ、カットレモンを絞り、そのまま

ジョッキ内に入れる。	
③炭酸が抜けないように縦に1回ステアして完成。	

◯バカルディ スペリオール 
	 	

	30ml	
◯カットレモン 	1/8個	

◯ジンジャーエール 	120ml	

	

食欲アガる！気持アガる！新定番	

ラムハイウーロン	

①氷を「山盛りに」入れる。バカルディ スペリオール を注ぐ。	
②よく冷えたウーロン茶を入れ、そのままジョッキ内に入れる。	

③縦に1回ステアして完成。	

◯バカルディ スペリオール 
	 	

	30mll	
◯ウーロン茶 	120ml	

	

＊2015年販売金額ベース。IWSR社調べ	
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バカルディ スペリオール	
バカルディ ゴールド	
40度 750ml	



バーテンダーから絶大な信頼を得る世界No.1＊ラム	

バカルディ スペリオールのカクテル	

※想定グラス容量（ml）	

食欲アガる！気持アガる！新定番	

ラムハイゴールド	

①氷を「山盛りに」入れる。バカルディ ゴールドを注ぐ。	
②おいしい炭酸水を入れ、カットレモンを絞り、そのままジョッキ内に	

　入れる。	
③炭酸が抜けないように縦に1回ステアして完成。	

◯バカルディ ゴールド 	30ml	
◯カットレモン 	1/8個	

◯おいしい炭酸水 	120ml	
	

＊2015年販売金額ベース。IWSR社調べ	
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バカルディ スペリオール	
バカルディ ゴールド	
40度 750ml	



バカルディのカクテルが1:1で注ぐだけで簡単に作れる	

バカルディ クラシック	
カクテルズ シリーズのカクテル	

※想定グラス容量（ml）	

ミントとライムのフレーバーが爽やかなカクテル	

バカルディ モヒート	

①グラスにキューブアイスをたっぷり入れ、バカルディ クラシック カクテ
ルズ モヒートを注ぎ入れる。　②おいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアす

る。　③お好みでカットライム、スペアミントの葉を飾る。	

◯バカルディ クラシック	
　 カクテルズ モヒート 	75ml	

◯おいしい炭酸水 	75ml	
◯カットライム　　　　　　　1/8個	

◯スペアミントの葉	

バカルディ クラシック	
カクテルズ モヒート	
18度 700ml	
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涼しげな見た目とシャリシャリ感がたまらない	

フローズン モヒート	

①ブレンダーにバカルディ クラシック カクテルズ モヒート、キューブアイスたっぷり、
砂糖またはシュガーシロップを入れる。　 ②ブレンダーを１～2秒手動で回して氷を
砕く。この作業を10回ほど繰り返す。　 ③氷が十分に細かくなったらブレンダーを自

動で30秒～1分回す。　④グラスに注ぎ、お好みでカットライム、ミントの葉を飾る。	

◯バカルディ クラシック	
　 カクテルズ モヒート 	60ml	

◯氷 	200ｇ程度	
◯砂糖またはシュガーシロップ	

　	 	15ml	

◯カットライム	
◯ミントの葉	

ホットカクテルの新定番	

ホット モヒート	

①耐熱グラスにミントの葉を適量入れ、ライムを搾る。	
②バカルディ クラシック カクテルズ モヒートとお湯を注ぎ、全体が混

ざり合うようステアする。	
③お好みでカットライム、ミントの葉を飾る。	

◯バカルディ クラシック	
　 カクテルズ モヒート 	 90ml	

◯お湯 	90ml	
◯カットライム	

◯ミントの葉	

※220 

巨峰のおいしさが楽しめる贅沢カクテル	

巨峰 モヒート　	

①グラスにキューブアイスをたっぷり入れ、バカルディ クラシックカクテルズ モヒートを
注ぎ入れる。	

②業務用　Ribbon シロップ巨峰果汁入りとおいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアする。	

③お好みでカットライム、ミントの葉を飾る。	

◯バカルディ クラシック	
　 カクテルズ モヒート 	90ml	

◯業務用Ribbonシロップ	
　巨峰果汁入り 	30ml	

◯おいしい炭酸水 	60ml	

◯カットライム	
◯ミントの葉	



バカルディのカクテルが1:1で注ぐだけで簡単に作れる	

バカルディ クラシック	
カクテルズ シリーズのカクテル	

※想定グラス容量（ml）	 55 

オレンジの香りと甘さがフルーティなカクテル	

オレンジ モヒート	

◯バカルディ  クラシック  カクテルズ 	
　モヒート 	60ml	

◯業務用 Ribbon ORANGE100	50ml	
◯おいしい炭酸水 	少量	

◯カットライム	

◯ミントの葉	

①グラスに氷をたっぷり入れ、バカルディ クラシック カクテルズ モヒート	
　 を注ぎ入れる。	

②業務用 Ribbon ORANGE100とおいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアする。	
③お好みでカットライム、ミントの葉を飾る。	

クランベリーの甘酸っぱさがすっきりなカクテル	

クランベリー モヒート	

①グラスに氷をたっぷり入れ、バカルディ クラシック カクテルズ モヒート
を注ぎ入れる。	

②業務用PS クランベリー30%とおいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアする。	
③お好みでカットライム、ミントの葉を飾る。	

◯バカルディ クラシック カクテルズ 	
　モヒート 	60ml	

◯業務用PS クランベリー30%	
	50ml	

◯おいしい炭酸水 	少量	

◯カットライム	
◯ミントの葉	

グレープフルーツの風味がさわやかなカクテル	

グレープフルーツ モヒート	

◯バカルディ  クラシック  カクテルズ 	
　モヒート 	60ml	

◯業務用Ribbon GRAPEFRUIT100	
	 50ml	

◯おいしい炭酸水 	少量	

◯カットライム	
◯ミントの葉	

①グラスに氷をたっぷり入れ、バカルディ クラシック カクテルズ モヒート	
   を注ぎ入れる。	

②業務用Ribbon GRAPEFRUIT100とおいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアする。	
③お好みでカットライム、ミントの葉を飾る。	

アップルの風味が香るフルーティなカクテル	

アップル モヒート　	

◯バカルディ クラシック カクテルズ 	
   モヒート 	60ml	

◯アップルジュース 	50ml	
◯おいしい炭酸水 	少量	

◯カットライム	

◯ミントの葉	

①グラスに氷をたっぷり入れ、バカルディ クラシック カクテルズ モヒート	
　 を注ぎ入れる。	

②アップルジュースとおいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアする。	
③お好みでカットライム、ミントの葉を飾る。	

バカルディ クラシック	
カクテルズ モヒート	
18度 700ml	



バカルディのカクテルが1:1で注ぐだけで簡単に作れる	

バカルディ クラシック	
カクテルズ シリーズのカクテル	

マンゴーの甘くとろけるような味わいのカクテル	

マンゴー モヒート	

①グラスに氷をたっぷり入れ、バカルディ クラシック カクテルズ モヒート	
   を注ぎ入れる。	

②業務用 Ribbon MANGOとおいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアする。	
③お好みでカットライム、ミントの葉を飾る。	

◯バカルディ クラシック カクテルズ 	
　 モヒート 	60ml	

◯業務用Ribbon MANGO 	50ml	
◯おいしい炭酸水 	少量	

◯カットライム	

◯ミントの葉	
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カムカム モヒート	

①グラスに氷をたっぷり入れ、バカルディ クラシック カクテルズ モヒートを
注ぎ入れる。	

②業務用Ribbonカムカムシロップとおいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアする。	
③お好みでカットライム、ミントの葉を飾る。	

◯バカルディ クラシック カクテルズ 	
　モヒート 	15ml	

◯業務用Ribbonカムカムシロップ	
	15ml	

◯おいしい炭酸水 	120ml	

◯カットライム	
◯ミントの葉	

パイナップル モヒート	

①グラスに氷をたっぷり入れ、バカルディ クラシック カクテルズ モヒート	
   を注ぎ入れる。	

②パイナップルジュースとおいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアする。	
③お好みでカットライム、ミントの葉を飾る。	

◯バカルディ クラシック カクテルズ 	
   モヒート 	30ml	

◯パイナップルジュース 	60ml	
◯おいしい炭酸水 	30ml	

◯カットライム	

◯ミントの葉	

アサイー モヒート　	

◯バカルディ クラシック カクテルズ 	
   モヒート 	30ml	

◯サンバンソン アサイー 	
　ミックスビューティー100％ 	60ml	

◯おいしい炭酸水 	30ml	

◯カットライム	
◯ミントの葉	

①グラスに氷をたっぷり入れ、バカルディ クラシック カクテルズ モヒート	
　 を注ぎ入れる。	

②アサイーミックスビューティーとおいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアする。	
③お好みでカットライム、ミントの葉を飾る。	

バカルディ クラシック	
カクテルズ モヒート	
18度 700ml	

※想定グラス容量（ml）	


