Gastro Tea
（Last order :Last 20min.）

3,500yen

季節野菜のポンデケージョ
Seasonal vegetable cheese bread
生姜と新じゃが芋のヴィシソワーズ
Ginger and potato cold soup
天使エビとフレンチキャビア
Shrimp and French caviar
カラフルミニトマト生姜のジュレ
Mini tomato and ginger jelly
ダークチェリーとリコッタのインサラータ
Black cherry and ricotta cheese salad
京都産日吉ポークの西京漬け ピンチョス風
Marinated saikyo-miso Hiyoshi-pork
帆立とキャビア ダークチェリー ブリニ
Pancake with scallop,caviar and black cherry
シューサレ 帆立と生姜のコンフィチュール
Scallop and ginger sandwich
旬の近畿野菜のマリネ
Marinated seasonal vegetables

01．Darjeeling summer gold
ダージリン サマーゴールド

夏の時期に摘まれたしっかりとした味わい。
水色、味わい、香りともに充実したダージリン。

02．Assam (Irish Breakfast)
アッサム バリ
ロンネフェルトティー
03．English Breakfast
イングリッシュブレックファースト

伝統的な自然農法で栽培されたアッサムティー。
しっかりとコクのある味わい。

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。
上品でしっかりとした味わい。

スリランカ産の紅茶の中で最高級品。
豊かな香りと味わいが特徴。

Flavor tea
05．Irish whiskey cream
アイリッシュウィスキークリーム

アッサムティーをベースにカカオの甘い香りとウイスキー
の味わいをブレンド。ロンネフェルト人気の一品。

06．Toropical orange
トロピカルオレンジ

完熟オレンジと紅茶との絶妙なブレンド。

07．Strawberry Field
ストロベリーフィールド

紅茶とストロベリーの甘い香りが楽しめる人気のティー。

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。

Fruit herb tea

フォレノワール
Cherry chocolate cake
ホワイトジンジャーケーキ
White ginger cake
柚子と生姜のジュレ
Yuzu and ginger jelly
さくらんぼのブラウニー
Cherry brownie
フロランタン
Florentine
バニラのムース
Vanilla mousse
グリオットパンナコッタ
Cherry panna cotta
メープルシフォン
Maple chiffon
グリオットのフリュイ
Cherry gummy
ライチのマチェドニア
lychee macedonia
抹茶サブレ
Matcha cookie
ざくざくクッキーシュー
crunchy cookie puff

09．Soft peach
ソフトピーチ

りんご、ハイビスカス、ローズヒップなどがブレンドされた
甘い香りのフルーツティー。優しい桃の香りが人気。

10．Chill out with herbs
チルアウトウィズハーブ

ルイボスがベースの美と健康を考えてブレンドされた
ハーブティー。ほのかなオレンジの香り。

Herb tea
11．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。

12．Jasmin
ジャスミン

やわらかな味,香りが特徴です。
神経鎮静、心の落ち着きを感じさせます。

Rooibos tea
13．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。
ロンネフェルト社のルイボスラインナップでは人気No1。

14．Rooibos Kirschblüte
ルイボスキルシュブリューテ

桜の香りと南アフリカで育ったルイボスをブレンド。
ほのかな桜の香りが女性に人気の一品。

15. Vanilla rooibos
バニラルイボス

ルイボスにバニラの香りをブレンド。
甘く優しい香りでデザートとの相性抜群。

Others
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

16．Light & late ceylon
ライト＆レイトセイロン（デカフェ）

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.

紅茶本来の風味を活かしつつカフェインをほぼ取り除いた
デカフェティー。カフェインが苦手な方へ。

コーヒー

Ice/ Hot Coffee
氷温熟成コーヒー

Cafe Latte
カフェ･ラテ

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

Asahi Super Dry
アサヒ スーパードライ

700

Corona Extra
コロナ エキストラ

700

Budweiser
バドワイザー

700

Heineken
ハイネケン

700

Guinness Extra Stout
ギネス エキストラ スタウト

800

All Free (non-alcoholic beer)
オールフリー

600

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

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

Oolong Tea
烏龍茶

550

Ginger Ale
ジンジャエール

550

Coke
コーラ

550

Cranberry Juice
クランベリージュース

700

Grape Juice
完熟ぶどうジュース

700

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

600

国産白桃ジュース(180ml瓶）
Bottle of white peach juice

900

Ice/Hot Coffee
氷温熟成コーヒー

550

Ice/Hot Cafe Latte
カフェ･ラテ

600

