
食材にアレルギーのあるお客様、食事制限のあるお客様は、ご注文の際に係りの者にお申し付けください。

To greater ensure the quality of your dining experience, please let us know if you have any food allergies or restrictions

cherry & cacao nib - foret noire eclair

Homemade Scones
vanilla

blueberry & yogurt

Sweet
yuzu & salt - yuzu macaron, murray river pink salt & dark chocolate cream

cheese & honey - cream cheese tart, lavender honey mousse

melon & coconut - melon mousse, coconut cream

plum & chocolate - plum jam, mini chocolate cupcake

earl grey & mango - earl grey jelly, earl grey mousse, mango confit

Savory
prosciutto & melon - prosciutto and melon pinchos,

homemade sourdough melba toast

foie gras & noble rot wine - foie gras terrine, sauternes jelly, pain d'épices

salmon & herbs - dill marinated salmon, capers, sour cream,

pickled japanese white asparagus

shrimp & coconut - sautéed garlic shrimp, coconut sauce, puffed rice

tofu & olive oil - tofu caprese, tomato, basil

梅 & チョコ - 梅ジャム入りミニチョコレートカップケーキ

アールグレイ & マンゴー - アールグレイゼリー アールグレイムース マンゴーコンフィ

チェリー & カカオニブ - フォレノワールエクレア

スコーン
バニラ

ブルーベリー＆ヨーグルト

海老 & ココナッツ - ガーリックシュリンプのソテー ココナッツソース ライスパフ

豆腐 & オリーブオイル - 豆腐のカプレーゼ トマト バジル

スイーツ
柚子 & 塩 - 柚子マカロン マレーリバーピンクソルトとダークチョコレートのクリーム

チーズ & 蜂蜜 - クリームチーズタルト ラベンダー蜂蜜ムース

メロン & ココナッツ - メロンムース ココナッツクリーム

Marriage Afternoon Tea

セイボリー
生ハム & メロン - 生ハムとメロンのピンチョス自家製サワーブレッドのメルバトースト

フォアグラ & 貴腐ワイン - フォアグラのテリーヌ ソーテルヌゼリー パンデピス

サーモン & ハーブ - ディルでマリネしたサーモン ケッパー サワークリーム
国産ホワイトアスパラのピクルス



イングリッシュブレックファスト ダージリン アールグレイ ウーロン茶

green tea, roasted brown tea

表記料金は税込み価格になります。表記の税込み価格に15％のサービス料が加算されます。

the prices listed include tax. the prices listed (tax included) are subject to 15% service charge

食材にアレルギーのあるお客様、食事制限のあるお客様は、ご注文の際に係りの者にお申し付けください。

To greater ensure the quality of your dining experience, please let us know if you have any food allergies or restrictions

Sommelier Selection

Champagne
ヴーヴ クリコ イエローラベル ブリュット

veuve clicquot, yellow label, brut, nv

glass » 2,970/ bottle » 14,300

コーヒー エスプレッソ カフェインレスコーヒー

regular coffee, espresso, decaffeinated

カフェラテ カプチーノ

café latte, cappuccino

iced darjeeling, iced oolong tea

アイスコーヒー アイスカフェラテ アイスカフェオレ

iced coffee, iced café latte, iced café au laite

Japanese Tea
煎茶 ほうじ茶

Coffee Selection

Tea Selection

english breakfast, darjeeling, earl grey, oolong tea

カモミール ペパーミント ジンジャーピーチ スーパーベリー

chamomile, peppermint, ginger peach, super berries, 

Iced Tea & Coffee Selection
アイスダージリン アイスウーロン茶


