3,500yen

（Last order :Last 20min.）

ロンネフェルトティー

ポンデケージョ
Cheese bread
ポタージュ
Potage
鹿児島産の白姫エビとフレンチキャビア
Shirahime shrimp from Kagoshima and French caviar
サーモンと栗のテリーヌ
Salmon and chestnut terrine
オルツォとサラミのインサラータ
Orzo pasta and salami salad
西京味噌で漬けた日吉ポークピンチョス風
Marinated saikyo-miso Hiyoshi-pork
マグロのタルタル ブリニ キャビア
Tuna Tartar with caviar
ローストビーフとアボカドのサンド
Rosted beef and avocado sandwich
旬の近畿野菜のマリネ
Marinated seasonal vegetables

苺パンナコッタ
Strawberry panna cotta
チョコレートケーキ
Chocolate cake
スノーボール
Snow ball cookies
マヌカとイチゴのムース
Manuka honey and strawberry mousse
マドレーヌ
Madeleine
スノーボール
Snow ball cookie
りんごアーモンドケーキ
Apple and almond cake
紅茶タルト
Tea tart
みかんのマチェドニア
Mandarin orange fruit punch
シャンパンジュレ
Champagne jelly
バニラシフォン
Vanilla ciffon cake
フランボワーズギモーヴ
Raspberry marshmallow
マカロン
Macaron

毎月変わる３種のメインメニューをお席までお持ちします。
本日のキッシュ、スコーン、自家製バンズのミニバーガー

Today`s quiche, cheese scone,
handmade mini hamburger

01．Darjeeling
ダージリン

紅茶本来の爽やかな渋みと繊細な味わいが楽しめる。

02．Assam (Irish Breakfast)
アッサム
(アイリッシュブレックファースト)

しっかりとコクのある味わい。
ミルクティーにお薦め。

03．English Breakfast
イングリッシュブレックファースト

ベーシックな紅茶。スリランカ産のセイロンは
レモンやミルクとの相性ぴったり。

04．Earl grey
アールグレイ

ダージリンの茶葉にベルガモットの香りをブレンド。
魅惑的な味わい。

05．Jasmine tea
ジャスミンティー

ジャスミンの香りただようフラワリーなティー。
飲み口さっぱりで食後にお薦め。

06．Crassic green
クラシックグリーン

さわやかな後味のグリーンティー。お食事後や
和菓子のおともにお薦め。

07．Rooibos lemon
ルイボスレモン

ルイボスティーにレモングラスをブレンドした爽やかで美味しいルイボスティー。
ロンネフェルト社のルイボスラインナップでは人気No1。

08．Black toffee
ブラックトフィー

バターとお砂糖をじっくりと煮詰めて作ったトフィーの香りをブレンドした
甘い香りのティーです。甘過ぎないビターな香りは、大人のミルクティー向け。

09．VITAL GRAPEFRUIT
バイタルグレープフルーツ

リンゴとレモンの爽やかな酸味とバラの香りがほどよく香り、
爽やかなさっぱりとした味わい。

10．Red berries
レッドベリーズ

リンゴ、ハイビスカスなどのフルーツフレーバー。
甘酸っぱい味わい。

11．Rose hip
ローズヒップ

ローズヒップとハイビスカスをブレンド。
ビタミンたっぷりのハーブティー。

12．Verbena
ヴァーヴェイン（バーベナ）

ほのかな柑橘系の香りとミントに似た爽快な
のどごしのハーブティー。

13．Peppermint
ペパーミント

爽快感のあるミントティー。
爽やかな味わいで気持ちをリフレッシュ。

14．Camomile
カモミール

リラックス効果が期待できるカモミール。
ナイトティーにピッタリ。

15．Soft peach
ソフトピーチ

ロンネフェルト社でロングセラーのフルーツティーです。
ソフトピーチ ピーチにりんご、ローズヒップにハイビスカスをブレンド。

16．Decaffeinated
ノンカフェイン（デカフェ）

紅茶本来の味をそのままにカフェインをほぼ取除いた
マイルドな紅茶。カフェインが気になる方におすすめ。

17. Yamecha
八女茶

福岡県八女地方一帯でつくられているお茶。
香り豊かで味は濃厚。まろやかで、コクのある味。

Coffee
ロンネフェルト社の紅茶・ハーブティー16種、コーヒーより
お好きなドリンクを、心ゆくまでお楽しみください。
※ドリンクは右記よりお選びください。

We have 16 kinds of herbal tea
from Ronnefeldt, and coffee.
Please enjoy your time with drink.

コーヒー

Ice/ Hot Coffee
氷温熟成コーヒー

Cafe Latte
カフェ･ラテ

100% Orange Juice
100% オレンジジュース

550

100% Grapefruit Juice
100％グレープフルーツジュース

550
600

800

Fever-Tree Premium Ginger Beer
フィーバーツリープレミアム
ジンジャービアー

Asahi Super Dry
アサヒ スーパードライ

700

Coke
コーラ

550

Heineken
ハイネケン

700

Cranberry Juice
クランベリージュース

700

All Free (non-alcoholic beer)
オールフリー

600

Grape Juice
完熟ぶどうジュース

700

Oolong Tea
烏龍茶

550

Ice/ Hot Coffee
氷温熟成コーヒー

550

Espresso
エスプレッソ

600

Cafe Latte
カフェ･ラテ

600

The PREMIUM MALT'S <KAORU ALE>
ザ･プレミアム･モルツ ＜香るエール＞ /
生ビール

700

Corona Extra
コロナ エキストラ

700

Guinness Extra Stout
ギネス エキストラ スタウト

Today’s sparkling wine
本日のスパークリングワイン

800

Today’s White Wine
本日の白ワイン

800

Today's Red Wine
本日の赤ワイン

800

