抹茶セット MATCHA SET

\2,530

【抹 茶】

【お菓子】 ドライフルーツ羊羹
Sweet bean jelly Yokan with dried fruit

京都 一保堂茶舗 逢莱の昔
Kyoto Ippodo Tea Horai-no-mukashi

黒糖とラム酒で炊き上げたあっさり
した甘さの羊羹にドライフルーツの
無花果と苺、胡桃を忍ばせました

抹茶（薄茶）とスイーツの組み合わせをお楽しみください

DESSERTS
抹茶アイス

Matcha green tea ice cream

¥1,138

抹茶ぜんざい

Matcha green tea soup zenzai

¥1,771

アイス抹茶

Iced Matcha

¥1,581

アイス抹茶ミルク

Iced Matcha milk

¥1,581

抹茶オレ

Matcha au lait

¥1,581

抹茶ソーダ

Matcha soda

¥1,581

DRINKS

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください
※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます
※表示料金にはサービス料15%・消費税10%が含まれております
※写真はイメージです
*Please inform our staff if you have any food allergies.
*Menu items may change according to ingredient availability.
*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.
*Product image for illustration purpose only.

ROOGENIC HERB TEA
オーストラリア産のレモンマートル茶葉を使用し、味わいと香りに富んだハーブティー
The herb tea flavored rich and aroma, including Australian lemon myrtle.

Native relaxation tea

ネイティブリラクゼーションティー

¥1,897

５つのブッシュボタニカルを含む9種の素材から造られるレモン香るハーブティー

Lemon myrtle, jilungin, aniseed myrtle, native lemongrass, strawberry gum leaf
chamonmile, lavender, passionflower, dandelion leaf

Native happiness

ネイティブハピネス

¥1,897

フリーズドライマンゴー、マンゴーフレーバーをブレンドしたトロピカルブレンド

Lemon myrtle, jilungin, freeze dried mango, aniseed myrtle, mint, passion flower, ginseng

Native anti-inflammitea

ネイティブアンチインフラミティー

¥1,897

ウコンのクルクミンを最大限に呼吸できるようブッシュボタニカル3種を配合

Lemon myrtle, turmeric, mint, native lemongrass, black pepper, pepperberries

Native strawberry

ネイティブストロベリー

¥1,897

鮮やかな色と酸味、ほのかな甘みとベリーの風味

Lemon myrtle, hibiscus, dried strawberries, strawberry gum leaf, mint
※ レモンマートルとは、1700年代頃から使用されていたオーストラリア原産の植物です
レモンハーブの女王として知られ、生レモンの30倍以上の柑橘香気成分を誇り
他のレモン系香気があるハーブと比べて、くすみ、雑味がなく、甘美であるという特徴があります

ROYAL BLUE TEA
手摘みの高級茶と水のみを使い、ワインボトルに収めたノンアルコールティー
Tea made from the finest hand-picked tea leaves and pure water, bottled in wine bottles.

フォール イン ラブ デラックス

Fall in love deluxe

Glass
Bottle

¥1,897
¥10,752

クイーン オブ ブルー デラックス

Queen of blue deluxe

Glass
Bottle

¥2,024
¥11,764

The gyokuro hojicha Kaho

Glass
Bottle

¥2,277
¥12,903

The Japanese green tea Irika

Glass
Bottle

¥2,530
¥13,915

Jewel of flowers Hana

Glass
Bottle

¥2,530
¥13,915

高貴な甘みと上品な渋み

玉露ほうじ茶 香焙
苦みや渋みがほとんどなく、甘くまろやかな香り

釜炒り 緑茶 炒香
すっきりとした味わいと生茶の香り

ジュエル オブ フラワーズ 花
摘みたてのジャスミンの花をそのまま感じるような
香りと味わい

※表示料金にはサービス料15%・消費税10%が含まれております
*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

CAKE SET MENU
お好みのケーキとドリンクをお選びください
Your choice of cake and drink.
プレミアムコーヒー
サン セバスティアン農園 ブルボン ナチュラル

Premium coffee
San Sebastian bourbon natural

¥2,783

トアルコ トラジャ ブレンドコーヒー

Toarco Toraja blended coffee

¥2,277

ハニー ラテ

Honey latte

¥2,277

紅茶 または ハーブティー

Tea or Herb tea

¥2,024

COFFEE
プレミアムコーヒー
サン セバスティアン農園 ブルボン ナチュラル

Premium coffee
San Sebastian bourbon natural

¥2,277

トアルコ トラジャ ブレンドコーヒー

Toarco Toraja blended coffee

¥1,771

Honey latte

¥1,771

ハニーラテ

（ ホット または アイス ）

( hot or iced )

Iced coffee

アイスコーヒー

¥1,518

カフェラテ

（ ホット または アイス ）

Café latte

( hot or iced )

¥1,518

カプチーノ

（ ホット または アイス ）

Cappuccino

( hot or iced )

¥1,518

カフェオレ

（ ホット または アイス ）

Café au lait

( hot or iced )

¥1,518

エスプレッソ

（ ホット または アイス ）

Espresso

( hot or iced )

¥1,518

アメリカーノ

（ ホット または アイス ）

Americano

( hot or iced )

¥1,518

カフェインレスコーヒー

Decaffeinated coffee

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください
※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます
※表示料金にはサービス料15%・消費税10%が含まれております
*Please inform our staff if you have any food allergies.
*Menu items may change according to ingredient availability.
*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

¥1,518

TEA

ダージリン / アッサム / アールグレイ

Darjeeling / Assam / Earl grey

各 ¥1,518

ロイヤルミルクティー

Royal milk tea

¥1,518

アイスティー

Iced tea

¥1,518

FLAVORED TEA

シチリアレモンティー

Sicilia lemon tea

¥1,518

マンゴー&オレンジティー

Mango & orange tea

¥1,518

ロイヤルバニラティー

Royal vanilla tea

¥1,518

シナモンスパイスティー

Cinnamon spiced tea

¥1,518

HERB TEA

カモミール / レモンミント / ペパーミント

Chamomile / Lemon mint / Peppermint

森いちごのルイボス

Strawberry flavored rooibos

¥1,518

ホーリーバジル

Holy basil

¥1,518

※表示料金にはサービス料15%・消費税10%が含まれております
*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

各 ¥1,518

SOFT DRINKS

コカ コーラ / コカ コーラ ゼロ

Coca-Cola / Coca-Cola Zero

各 ¥1,518

ジンジャーエール

Ginger ale

¥1,518

フィーバーツリー エルダーフラワー

FEVER-TREE elderflower

¥1,518

シュウェップス トニックウォーター

Schweppes tonic water

¥1,518

ウーロン茶

Oolong tea

¥1,518

オレンジジュース / グレープフルーツジュース

Orange juice / Grapefruit juice

スパークリング グレープジュース by ポール・ジロー

Sparkling grape juice by Paul Giraud

各 ¥1,771

150ml ¥1,518
750ml ¥6,957

NON ALCOHOLIC COCKTAILS

フローラルクラッシュ

Floral crush

NEMAオーガニックウォーター, エルダーフラワー

NEMA organic water, elderflower

レモン, トニックウォーター

Lemon, tonic water

キャピトルソワール

Capitol Soir

アイスティー, オレンジ, ライチ, メロン

Tea, orange, lychee, melon

ピンクレモネード

Pink lemonade

グレナデン, レモン, ソーダ

Grenadine, lemon, soda

ジントニック from ネマ

Gin and tonic from NEMA

NEMAオーガニックウォーター, トニックウォーター

NEMA organic water, tonic water

※表示料金にはサービス料15%・消費税10%が含まれております
*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

¥ 1,771

¥ 1,771

¥ 1,518

¥ 1,771

MINERAL WATER
STILL WATER
硬度（mg/l）

原産国

富士ミネラルウォーター
Fuji mineral water

28

日本 / Japan

360ml

¥1,012

奥会津金山 天然水
Oku-Aizu Kaneyama

66

日本 / Japan

500ml

¥1,518

エヴィアン
Evian

304

フランス / France

750ml

¥1,518

アクアパンナ
Aqua Panna

106

イタリア / Italy

1000ml

¥1,644

ヴォス
Voss

11.7

ノルウェー/Norway

800ｍｌ

¥2,024

ヴォス

¥ 1,200

SPARKLING WATER

¥ 1,200

¥ 1452

¥ 1452

硬度（mg/l）

原産国

45

日本 / Japan

720ml

415

フランス / France

330ml
750ml

¥1,012
¥1,518

サンペレグリノ
St. Pellegrino

655

イタリア / Italy

1000ml

¥1,644

アンティポディーズ
Antipodes

16

ニュージーランド / New Zealand

1000ml

¥2,024

奥会津金山 天然炭酸の水
Oku-Aizu Kaneyama
ギネス
ペリエ
Perrier

¥2,024
¥ 1,300

※表示料金にはサービス料15%・消費税10%が含まれております
*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

BEER
アサヒ プレミアム 生ビール 熟撰

Asahi Premium Draft Beer-Jukusen-

¥1,771

アサヒ スーパードライ エクストラコールド

Asahi Super Dry Extra Cold

¥1,644

エビス

Yebisu

¥1,644

サントリー プレミアムモルツ

Suntory The Premium Malt’s

¥1,644

アサヒ スーパードライ

Asahi Super Dry

¥1,518

サッポロ 黒ラベル

Sapporo Black Label

¥1,518

キリン ラガー

Kirin Lager

¥1,518

キリン 一番搾り

Kirin Ichiban Shibori

¥1,518

ハイネケン

Heineken

¥1,644

ギネス エクストラ スタウト

Guinness Extra Stout

¥1,644

ロココ トーキョー ホワイト

Rococo Tokyo White

¥2,403

COCKTAILS
ブラッディー マリー

Bloody Mary

¥1,771

季の美 ジン トニック

Gin and tonic

¥2,530

カシス オレンジ

Cassis orange

¥1,897

キール ロワイヤル

Kir royal

¥2,783

スプモーニ

Spumoni

¥1,897

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします
※表示料金にはサービス料15%・消費税10%が含まれております
*Under the age of 20 drinking and drunk driving are prohibited by law.
*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

ORIGAMI GLASS WINE SELECTIONS
CHAMPAGNE 750ml
Louis Roederer Brut Vintage Rosé / Champagne
2015 ルイ ロデレール ブリュット ヴィンテージ ロゼ

120ml
Bottle

¥4,680
¥27,830

120ml
Bottle

¥4,554
¥26,565

120ml
Bottle

¥2,909
¥17,077

120ml
Bottle

¥1,644
¥8,855

120ml
Bottle

¥2,024
¥11,385

120ml
Bottle

¥3,162
¥17,710

120ml
Bottle

¥4,933
¥14,800

120ml
Bottle

¥1,518
¥9,108

Do Sousa Brut Tradition / Champagne
ド スーザ ブリュット トラディション

Perrier-Joüet Grand Brut / Champagne
ペリエ ジュエ グラン ブリュット

WHITE WINE 750ml
Cline Viognier / North Coast / California
2020 クライン ヴィオニエ

Seaglass Riesling / Central Coast / California
2020 シーグラス リースリング

Tolosa Chardonnay / Edna Valley / California
2016 トローサ シャルドネ エドナ ヴァレー

Kenzo Estate Asatsuyu / Napa Valley / California
2020 ケンゾー エステイト あさつゆ
375ml

RED WINE 750ml
Origami / Bordeaux
2017 オリガミ

Kenwood Vineyards Jack London Cabernet Sauvignon / Sonoma Mountain / California
2017 ケンウッド ヴィンヤーズ ジャック ロンドン カベルネ ソーヴィニヨン

120ml
Bottle

¥2,656
¥15,180

120ml
Bottle

¥2,783
¥16,445

120ml
Bottle

¥3,162
¥17,963

Theorize Zinfandel / California
2017 シィオライズ ジンファンデル

Cristom Pinot Noir Mt.Jefferson Cuvée / Willamette Valley / Oregon
2019 クリストム ピノノワール マウントジェファーソン キュヴェ

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします
※表示金額にはサービス料 15%･消費税 10%が含まれております

*Under the age of 20 drinking and drunk driving are prohibited by law.
*The prices include 15％ service charge and 10％ consumption tax.

WHISKY
JAPANESE
ニッカ竹鶴
サントリー 山崎 12年
サントリー白州 12年
サントリー 響 ブレンダーズチョイス

Nikka Taketsuru
Suntory Yamazaki 12y
Suntory Hakusyu 12y
Suntory Hibiki Blender's Choice

¥2,277
¥3,542
¥3,542
¥3,542

Glenfiddich 12y
Ardbeg 10y
Bowmore 12y
Bruichladdich Scottish Barley
The Macallan 12y

¥2,656
¥2,403
¥2,403
¥2,403
¥3,036

Chivas Regal 18y
Old Parr 12y
Ballantine's 17y
Johnnie Walker Blue Label
Royal Household

¥2,024
¥2,024
¥2,403
¥4,554
¥5,819

I.W. Harper 12y
Maker's Mark Red Top
Wild Turkey 13y
Blanton's
Michter's

¥2,024
¥2,024
¥2,403
¥2,403
¥2,783

MALT SCOTCH
グレンフィディック 12年
アードベッグ 10年
ボウモア 12年
ブルックラディ スコティッシュ バーレイ
ザ マッカラン 12年

BLENDED SCOTCH
シーバスリーガル 18年
オールドパー 12年
バランタイン 17年
ジョニーウォーカー ブルーラベル
ロイヤル ハウスホールド

AMERICAN
I.W. ハーパー 12年
メーカーズ マーク
ワイルド ターキー 13年
ブラントンズ
ミクターズ

BRANDY
COGNAC
フラパン V.S.O.P
ヘネシー V.S.O.P
レミー マルタン X.O

Frapin V.S.O.P
Hennessy V.S.O.P
Remy Martin X.O

¥2,403
¥2,656
¥4,048

SHIMAFUKURO 30y

¥3,036

Chateau du Breuil Millesime 1998
Boulard X.O
Lauriston Calvados Domfrontais 1989

¥2,656
¥2,656
¥4,048

Marc de Bourgogne Joseph Drouhin
Marc de Bourgogne Clos de Tart
Dujac Marc de Bourgogne Hors d'Age

¥2,656
¥3,542
¥4,048

JAPANESE BRANDY
島梟 北海道 熟成30年

CALVADOS
シャトー ド ブルイユ 1998年 蒸留
ブラー X.O
ローリストン カルバドス ドンフロンテ

MARC
ジョセフ ドールーアン
クロ ド タール
デュジャック

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします
※表示料金にはサービス料15%・消費税10%が含まれております
*Under the age of 20 drinking and drunk driving are prohibited by law.
*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

NON ALCOHOLIC BEER
ビア ・ デザミ ・ ブロンド (ベルギー)

Biere des amis blonde (Belgium)

¥1,897

アサヒ ドライ ゼロ

Asahi dry zero

¥1,391

サントリー オールフリー

Suntory all free

¥1,391

※ビール風味の炭酸飲料のため、未成年者にはおすすめしておりません
*Not recommended for minors as it is a beer-flavored soft drink.

シュラブ SHRB

Bottle 250ml

シュラブとは、果物やハーブを漬け込んだビネガーに、さらに果物やボタニカルでフレーバー付けしたオルタナティブアルコール

シュラブ アップル＆シナモン

Shrb apple & cinnamon

原材料：果実酢、リンゴ、レモン、ブラウンシュガ―、

Freshly pressed apples, steeped with cinnamon,

シナモン、ナツメグ、ラベンダー

nutmeg & infused with lavender.

シュラブ オレンジ＆ジンジャー

Shrb orange & ginger

原材料：果実酢、オレンジ、レモン、ブラウンシュガ―

Freshly squeezed oranges steeped with

ジンジャー、バラの花

grated ginger root & infused with rose petals.

ノン NON

¥2,277

¥2,277

Glass 150ml

オーストラリアをはじめ、日本など世界中から集められたハーブやスパイスを用いながら、
葡萄果汁をベースとした食事に寄り添うワインのオルタナティブドリンク

NON 1 ソルティッド・ラズベリー＆カモミール

NON Salted raspberry & chamomile

ボタニカル: ラズベリー、カモミール

Botanical : Raspberry, chamomile

果汁: 葡萄

Grape juice

¥ 2,530

繊細な花の香りをはじめ、口に含むと溌溂としたベリー系果実とアクセント程度の塩味。
ニューワールドのピノノワールを思わせるチャーミングな味わい。

NON 2 キャラメライズド・ペアー＆コンブ

NON Caramelised pear & kombu

ボタニカル: 梨、昆布、チャイ、オリーブ、バニラ、アガベ

Botanical : Pear, seaweed, chai, olive, vanila, agave

果汁: 葡萄

Grape juice

¥ 2,530

ほのかな木の香りがとおり抜け、アガベ由来の甘さとまろやかなベジタブルのニュアンス。

NON 3 トースティッド・シナモン＆ユズ

NON Toasted cinnamon & yuzu

ボタニカル: オレンジ、シナモン

Botanical : orange, cinnamon

果汁: 葡萄

Grape juice

半甘口のテイスト、焦がした花や柑橘のニュアンスとほのかな塩味。

※表示料金にはサービス料15%・消費税10%が含まれております
*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

¥ 2,530

DESSERTS
11:00 am ~ 10:00 pm ( L.O. 9:00 pm )
ジャーマンアップルパンケーキ
メープルシロップ、バターとともに

German apple pancake

¥1,897

パイナップルパフェ

Pineapple parfait

¥2,530

プリンアラモード

Pudding à la mode

¥2,530

バナナ スプリット

Banana split

¥2,277

フルーツの盛り合わせ

Assortment of fruits

¥2,783

抹茶 ぜんざい

Matcha green tea soup zenzai

¥1,771

バニラ シェイク

Vanilla shake

¥1,644

コーヒー フロート

Coffee float

¥1,771

コーラ フロート

Coca-Cola float

¥1,771

メロンソーダ フロート

Melon soda float

¥1,771

本日のシャーベット

Sherbet of the day

¥1,138

バニラアイスクリーム

Vanilla ice cream

¥1,138

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください
※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます
※表示料金にはサービス料15%・消費税10%が含まれております
*Please inform our staff if you have any food allergies.
*Menu items may change according to ingredient availability.
*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

SNACKS
11:00 am ~ 10:00 pm ( L.O. 9:00 pm )

スパイシーミックスナッツ

Spicy mixed nuts

¥ 1,391

オリーブのマリネ

Marinated olives

¥ 1,265

フレンチフライドポテト

French fries

¥ 1,265

チーズの盛り合わせ ドライフルーツを添えて

Assortment of cheese with dried fruits

¥ 2,783

アメリカン クラブハウス サンドウィッチ

American clubhouse sandwich

¥ 3,162

ハム、チーズ、野菜のミックスサンドウィッチ

Mixed sandwich

¥ 2,530

萬幻豚のカツサンドウィッチ

Mangenton pork cutlet sandwich

¥ 3,542

本日のスープ

Soup of the day

¥ 1,391

萬幻豚ソーセージのホットドック

Hot dog with Mangenton pork sausage

¥ 3,289

サンドウィッチと本日のスープのセット

追加料金

Soup of the day with any sandwich

Extra charge

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください
※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます
※表示料金にはサービス料15%・消費税10%が含まれております
*Please inform our staff if you have any food allergies.
*Menu items may change according to ingredient availability.
*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

¥ 974

SNACKS
3:00 pm ~5:00 pm

インドネシア風フライドライス (ナシゴレン)

Nasi goreng

¥ 3,036

海老・蟹・じゃこときのこの和風ピラフ

Shrimp and crabmeat pilaf Japanese-style

¥ 3,162

国産牛ハンバーガー

Hamburger

¥ 3,542

国産牛グリエールチーズバーガー

Gruyere cheese burger

¥ 3,921

国産牛チェダーチーズバーガー

Cheddar cheese burger

¥ 3,921

国産牛モッツァレラチーズバーガー

Mozzarella cheese burger

¥ 3,921

スモールサラダ

Small salad

¥ 1,239

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください
※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます
※表示料金にはサービス料15%・消費税10%が含まれております
*Please inform our staff if you have any food allergies.
*Menu items may change according to ingredient availability.
*The prices include 15% service charge and 10% consumption tax.

