
ソフトドリンク
So� Drinks & Juices

Co�ee (Hot or iced)
コーヒー (ホット または アイス) ¥1,650

Espresso
エスプレッソ 1,430

Americano
アメリカーノ 1,430

Macchiato
マキアート 1,540

Ca�e latte
カフェラテ 1,540

Deca�einated co�ee
カフェインレスコーヒー ¥1,430

Cappuccino
カプチーノ 1,540

Hot chocolate
ホットチョコレート 1,540

コーヒー
Co�ee

Alain Milliat Chardonnay juice
アラン･ミリア シャルドネジュース

Ginger ale
ジンジャーエール

¥2,200

990

Alain Milliat Cabernet juice
アラン･ミリア カベルネジュース 2,200

Fresh orange juice
フレッシュオレンジジュース 1,650

Grapefruit juice
グレープフルーツジュース 1,320

Coca-Cola
コカコーラ 990

Oolong tea
ウーロン茶 990

Orange juice
オレンジジュース 1,320

スパークリング＆ビール
Sparkling & Beer

Diamour Muscat (Non-alcoholic)
ディアムール ミュスカ（ノンアルコールスパークリング） ¥1,870

Asahi Dry Zero
アサヒ ドライゼロ（ノンアルコールビール) 1,320

 表示料金は消費税込みとなり、15％のサービス料を別途申し受けます。
Prices are inclusive of tax and subject to 15 % service charge.

在庫状況により銘柄や年号は変更することがございます。
Selection and vintage are subject to change due to availability.



TWG Tea ロイヤル ダージリン ¥1,650
TWG Tea’s Royal Darjeeling

アール グレイ クラシック 1,430
Earl Grey classic

1,430イングリッシュ 
ブレックファスト ティー
English breakfast tea

1,430アッサム
Assam

¥1,430カモミール
Chamomile

1,430ペパーミント
Peppermint

1,430番茶マスカット
Bancha muscat

1,430煎茶 川根
Sencha Kawane green tea

ストリングスオリジナル紅茶セレクション
�e Strings Tea selection

Kyoho grape
巨峰 ¥1,650

1,650

1,650

¥1,650

1,650

1,650

La France - Pear
ラ・フランス

Yomogi
よもぎ

Lychee
ライチ

Kuki Houjicha
茎ほうじ茶

Ureshino mushiseicha
うれしの蒸し緑茶

「おちゃらか」オリジナルフレーバーティー セレクション

Ocharaka original Japanese blend tea selection

Still

ミネラルウォーター
Mineral Water

Acqua Panna   500ml
アクアパンナ 500ml ¥1,100

Acqua Panna   750ml
アクアパンナ 750ml ¥1,540

Sparkling

San Pellegrino 500ml
サン ペレグリノ 500ml 1,100

San Pellegrino 750ml
サン ペレグリノ 750ml 1,540

 表示料金は消費税込みとなり、15％のサービス料を別途申し受けます。
Prices are inclusive of tax and subject to 15 % service charge.

在庫状況により銘柄や年号は変更することがございます。
Selection and vintage are subject to change due to availability.



Treviso tardivo leaves and roots cooked and raw, salsa verde 
トレビーゾタルティーボ & 根菜サラダ　サルサベルデ ¥2,750

Caesar salad with prosciutto and crispy parmesan cheese
パルマハムとクリスピーパルメザンチーズのシーザーサラダ 2,200

1,650

Berry bread sandwich with avocado, shrimps and eggs
アボカドと小エビ、卵のベリーブレッドサンドウィッチ 2,750

American club house sandwich with tru�e fries

アメリカンクラブハウスサンドウィッチ
トリュフ風味フライドポテト添え

2,640

Beef rib-eye steak sandwich with tru�e fries

牛リブロースのステーキサンドウィッチ
トリュフ風味フライドポテト添え

3,080

Monterey Jack cheese and bacon burger with tru�e fries

モントレージャックチーズとベーコンのハンバーガー
トリュフ風味フライドポテト添え

3,430

Beef curry and rice
ビーフカレー 2,750

11:30 ~ 19:00

ラウンジセレクション
Lounge Selection 

バジルのミネストローネ　リコッタチーズ＆ブリュスケッタ
Basil pesto minestrone soup with ricotta cheese bruschetta

Grilled smoked scamorza cheese & spring vegetables with 
red cabbage coulis

イタリア産スカルモッツアチーズ＆春野菜のグリル　
赤キャベツソース

2,750

Treviso & Nagomi risotto with sautéed �re�y squid
トレビーゾと新潟県 ‘和み’リゾット　ホタルイカのソテー　
　

3,080

Garlic peperoncino linguine pasta with sakura shrimp & clams
桜エビとアサリのペペロンチーノ　リングイネパスタ 2,750

Grilled rock �sh with pan fried colza blossoms & crown daisy coulis
メバルのグリル　菜の花と春菊クーリ 3,850

Herb marinated grilled pork shoulder with roasted spring vegetables 
& genovese pesto

豚肩ロースハーブマリネのグリル　春野菜のロースト　
ジェノベーゼ

3,520

メロディアレストランセレクション
Melodia Restaurant Selection 

Red wine braised beef cheek (160g) with sautéed vegetables & polenta cake

国産牛ホホ肉 (160g) の赤ワイン煮込み
野菜のソテー & ポレンタケーキ

7,150

Grilled Japanese beef �llet (160g) with sautéed vegetables, polenta cake 
& red wine sauce 

北海道黒毛和牛 (160g) のグリル  
野菜のソテー & ポレンタケーキ　赤ワインソース

11,000

11:30 ~ 14:30 , 17:30 ~ 19:00

食物アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、
ご注文の際にお申し付けくださいますようお願いいたします。

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary 
requirements that we should be aware of when preparing your menu.

表示料金は消費税込みとなり、15％のサービス料を別途申し受けます。

Prices are inclusive of tax and subject to 15 % service charge.
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サマージュエル・アフタヌーンティー
Summer Jewel A�ernoon Tea

¥5,500

Summer Jewel A�ernoon Tea  is o�ered 

from May, 1 2021.

Please enjoy our great selection of sweets, savory items &

our free-�ow tea selection of 20 kinds of co�ee, tea, herbal tea, 

�avored tea and more.. 

今季のアフタヌーンティーは、

新パティシエが贈る、初夏のフルーツをたっぷり使った煌めく

ジュエリーのような「サマージュエル・アフタヌーンティー」を

提供いたします。

コーヒー、紅茶、ハーブティー、フレーバーティーなど20種以上の

セレクションからお好きなものをお好きなだけお楽しみください。

画像はイメージです
Images are samples only

12:00 ~ 16:30




