
 

      FOOD L.O. 17:00

      DRINK L.O. 17:30
F O O D   M E N U

●全て紅茶かハーブティーとのセットになります。

・アフタヌーンティーセット ¥1,330 ・ケーキセット（ショーケースからお選びください） ¥910
（ケーキ、ゼリー、スコーン、サンドイッチ、お茶のセット）

・スコーンセット ¥910
・ナポリタン ¥1,070 （味は⽇替わり。２個お選びください。）

・ショートブレッド 味は⽇替わり。お茶請けに最⾼ ¥180
・本⽇のごはん ¥1,070 （お飲み物とご注⽂ください。単品のみのご注⽂は受け兼ねます）

・本⽇のガレット (内容は⽇替わり） ¥1,070 ・グレープフルーツゼリー （夏季限定） ¥920

・本⽇のサンドイッチ ¥970 ・焼き林檎 （冬季限定） ¥970
（内容は⽇替わり）

・ミニサラダ ¥150
・フレンチトースト ¥970 （お⾷事とご注⽂ください。単品のみのご注⽂は受け兼ねます）

   (プレーンのみ）

・パン（１個） ¥50
・スーププレート ¥1,070 （お⾷事とご注⽂ください。単品のみのご注⽂は受け兼ねます）
（スープ、サラダ、パン、ドリンクのセット）

・本⽇のスープ ¥400
（お⾷事とご注⽂ください。単品のみのご注⽂は受け兼ねます）

セットのお飲み物は、ドリンクメニューの●印からお選びくださ

い。▲印は＋￥１００でセットにできます。



 

      FOOD L.O. 17:00

      DRINK L.O. 17:30
D R I N K   M E N U

ブラック ティー ● ルフナ （スリランカ） ¥600
ホットでもアイスでも ミルクは ＋￥５０  しっかりとした深みのある味

カラゴダ茶園
・シーズンティー ¥820
 季節ごとに⼊荷する新茶 ●ウヴァ （スリランカ） ¥600

ダージリン （インド）  世界３⼤銘茶の1つ ⽢い⾹りとしっかりとした渋み 

 世界３⼤銘茶の１つ 繊細で⾹り⾼く深い⽢み アイスレビィ茶園
2018オータムナル ジュンパナ茶園

2019ファーストフラッシュ セリンボン茶園 ●ヌワラエリヤ （スリランカ） ¥600
2019セカンドフラッシュ リッシーハット茶園  華やかな⾹りとキリッとした適度な渋み 
2019オータムナル マーガレッツホープ茶園 マハガストッテ茶園

イラム （ネパール） ●ケニア （アフリカ） ¥600
 ダージリンにも似た⾹り⾼くすっきりした味わい  ジャワティーのような雰囲気。後味にほのかな⽢み。

2018オータムナル ミストバレー茶園 カンガイタ茶園

・ブレンド ダージリン （インド） ¥720 ●フレーバー ティー ¥600
 １年を通して安定したおいしさ ⾹料や花びら、果⽪などで着⾹したお茶

・アールグレイ ・タンジーレモン
・ジャスミン （台湾） ¥720 ・マスカット ・キャラメル
 烏⿓茶にジャスミンの花で着⾹した⾃然な⾹り ・ミックスベリー ・バニラ

・さくらんぼ
・キームン （中国） ¥720

礼茶・超級１・超級２

 世界３⼤銘茶の１つ 蘭のような⽢い⾹りでマイルド

▲紅茶以外のお飲み物 （＋￥１００でセット可）

●キームン （中国） クイーンズ ¥600
・オレンジジュース 果汁100% ¥530

●アッサム （インド） ¥600
 ⾹りも味もしっかりしていてホットもアイスも美味しい ・⾃家製ハーブコーディアルソーダ ¥640

2018セカンドフラッシュ ルクワ茶園 太陽の⽬覚め（ハイビスカス）
マノハリ茶園 スリシバリ茶園 明けの明星（ローズ）
バリジャン茶園 ⽊星のしましま（スパイス）

⼟星の環っか（ミント）
●ニルギリ （インド） ¥600
 爽やかな⾹りと飽きのこないさっぱりとした飲み⼝ ・⾃家製ジンジャーエール ¥640

タイガーヒル茶園  パークサイド茶園
・⾃家製 梅シロップ ¥640

●ディンブラ （スリランカ） ¥600 (お湯割り・⽔割り・ソーダ割り)

 華やかな⾹りと適度な渋み、さわやかな⼝当たり

グレートウェスタン茶園 ・コンブチャ ワンダードリンク ¥610
ケニルワース茶園  お茶を発酵させたフルーティな酸味が美味しい

 スパークリングドリンク
●キャンディ （スリランカ） ¥600 スタンダード グリーンティ＆レモン
 すっきりとした⼝当たりで飲みやすい アジアンペア＆ジンジャー

ケニルワース茶園

・オリエンタルフルーツ
・スパイスチャイ(ミルク無し)

・ストロベリークリーム



 

      FOOD L.O. 17:00

      DRINK L.O. 17:30
D R I N K   M E N U

●ハーブティー (セット対象) ¥600
花⾹茶以外は紅茶抜きのノンカフェイン

・ジンジャーティー ¥600 ・花⾹茶 紅茶⼊りor紅茶抜きを選べます
 ⽣姜がたっぷりでとってもあったまーる 安らぎのお茶 ラベンダーブレンド

おなかのお茶 ミントブレンド

・チャイ ¥570 元気のお茶 カモミールとシナモン
 茶葉をミルクで煮込んだコクのあるミルクティー 眠りのお茶 カモミールとリンデン

⼥性のお茶 ハイビスカスとローズヒップ

・マサラチャイ ¥600
 クローブ、カルダモン、シナモンのスパイスチャイ ・魔⼥のお守り 免疫⼒UP

・クリームチャイ ¥600 ・クルーラコーンの命綱 強肝・ミネラル補給
 ⽣クリームを浮かべた濃厚チャイ

・貴婦⼈の憂鬱
・シナモンチャイ ¥630
 シナモン⾹るチャイに⽣クリームを浮かべて ・賢者の眼光 集中⼒・やる気UP

・キャラメルミルクティー ¥640 ・⼄⼥カルタの愛情 胃痛・消化促進

 キャラメルフレーバーのミルクティー マリーゴールド、ペパーミント、レモンバーベナ

・気苦労屋のためいき リラックス・気力UP

▲つめたいアレンジティー（＋￥１００でセット可）

・ドワーフの秘密 強肝・デトックス

・アイス ハイビスカス ¥640
 あまずっぱーい クエン酸たっぷり ・北⾵に太陽 咳・⾵邪っぽい時に

・アイス ミルクティー ¥640
 チャイを冷たくひやしました ・働き者の⽬覚まし シャッキリ元気

・アイス キャラメル ミルクティー ¥640
 ⾹ばしいキャラメル⾵味のミルクティー ・⽉光と瞑想 リラックス・鎮静

ラズベリーリーフ、マリーゴールド、レッドクローバー、

・アイス ペピーティー ¥640 ローズヒップ、ペパーミント、オレガノ

 ミントとハイビスカスの相性抜群。シャキッと元気が出る ・夏庭の朝露 ⾵邪予防・美肌効果

●ハーブティー (セット対象) ¥600
・しあわせの⾚い⿃

・ルイボス
渋みはなく、⼲し草のような⾹りとおだやかな味 安定期以降の妊婦さんも安⼼なブレンド

・オルヅォ
イタリアの⼤⻨茶。⾷物繊維が豊富で、ミネラルやアミノ酸もたっぷり. ・褐⾊のコウノトリ

・ローズヒップティー
お好みでハチミツを加えて果⾁も召し上がれ 安定期以降の妊婦さんも安⼼なブレンド

・フルーツ＆ハーブ

レモンピール 妊娠8ヶ⽉以降の妊婦さんや産後も安⼼なブレンド

ダンディライオン・オルヅォ・レモンバーム・⽣姜・ネトル

ルイボス・ラズベリーリーフ・レモンバーム・ネトル
・コウノトリと待ち合わせ ビタミンB群、ミネラルの補給、むくみ改善、リラックス効果

ハイビスカス、ローズヒップ、アップル、オレンジピール、

エキナケア、カモミール、レモンバーベナ、レモングラス

ダンデライオン、レッドクローバー、ネトル、ペパーミント

血行促進・デトックス・ストレス

レモングラス、セントジョンズワート、ローズマリー、ペパーミント

セントジョンズワート、ラベンダー、ローズ、リコリス

ダンデライオン、リンデン、レッドクローバー、ネトル

コルツフッド、カモミール、レッドクローバー、シナモン

ペパーミント、レモングラス、リンデン、レッドクローバー

ビタミンCの補給、代謝促進、むくみ改善

ハイビスカス・ローズヒップ・アップル・オレンジピール・レモンピール・レモンバーム・ウスベニアオイ

ビタミン、ミネラルの補給、むくみ改善、免疫⼒UP

ローズマリー、レッドクローバー、ローズ、ネトル、リコリス

ペパーミント、レモングラス、エキナケア、レッドクローバー

▲あたたかいアレンジティー（＋￥１００でセット可）


