コーヒー
Coffee
コーヒー (ホット または アイス) ¥1,500
Coffee (Hot or iced)

カフェインレスコーヒー ¥1,300
Decaffeinated coffee

エスプレッソ
Espresso

1,300

カフェラテ
Caffe latte

1,400

アメリカーノ
Americano

1,300

カプチーノ
Cappuccino

1,400

マキアート
Macchiato

1,400

エクストラショット
Extra shot

ホットチョコレート
Hot chocolate

1,400

add 800
グラッパ追加
With Grappa – Café corretto

500

ストリングスオリジナル紅茶セレクション
The Strings Tea selection
TWG Tea ロイヤル ダージリン ¥1,500
TWG Tea’s Royal Darjeeling

カモミール
Chamomile

アール グレイ クラシック 1,300
Earl Grey classic

ペパーミント
Peppermint

1,300

1,300
イングリッシュ
ブレックファスト ティー
English breakfast tea

番茶マスカット
Bancha muscat

1,300

アッサム
Assam

煎茶 川根
Sencha Kawane green tea

1,300

1,300

表記 料 金に は 消 費 税と サ ービ ス 料 を別 途 申 し受 け ます 。

Prices are subject to tax and 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.

¥1,300

「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
巨峰
Kyoho grape

¥1,500

ライチ
Lychee

¥1,500

ラ・フランス
La France - Pear

1,500

茎ほうじ茶
Kuki Houjicha

1,500

よもぎ
Yomogi

1,500

うれしの蒸し緑茶
Ureshino mushiseicha

1,500

ソフトドリンク
Soft Drinks & Juices
アラン･ミリア シャルドネジュース ¥2,000
Alain Milliat Chardonnay juice

コカコーラ
Coca-Cola

アラン･ミリア シラーズジュース 2,000
Alain Milliat Shiras juice

ジンジャーエール
Ginger ale

900

フレッシュオレンジジュース 1,200
Fresh orange juice

ウーロン茶
Oolong tea

900

¥900

フレッシュグレープフルーツジュース 1,200
Fresh grapefruit juice

ミネラルウォーター
Mineral Water
Still
アクアパンナ 500ml
Acqua Panna 500ml

¥1,000

アクアパンナ 750ml
Acqua Panna 750ml

¥1,400

Sparkling
サン ペレグリノ 500ml
San Pellegrino 500ml

1,000

サン ペレグリノ 750ml
San Pellegrino 750ml

表記 料 金に は 消 費 税と サ ービ ス 料 を別 途 申 し受 け ます 。

Prices are subject to tax and 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.

1,400

ワインセレクション
Wine Selection
Glass

Sparkling
シャンパーニュ デュヴァル ルロワ
ブリュット レゼルヴ
Duval-Leroy Brut Réserve
コルテ グアラ プロセッコ
Corte Giara Prosecco Allegrini

2018

N.V.

Italy

France
Champagne

Veneto

デュク ドゥ モンターニュ（ノンアルコールスパークリング）
Duc de montagne (Non-alcoholic)

Bottle

¥2,800 ¥12,500

1,800

8,000

1,700

5,000

1,800

7,500

2,200

8,500

White
ピノ グリージョ リゼルヴァ
Pinot Grigio Riserva
カステル フィルミャン
Castel Firmian

Italy
Trentino

Pinot Grigio

北ワイン ケルナー キムラヴィンヤード
Kita Wine Kerner Kimura Vineyard
北海道中央葡萄酒 千歳ワイナリー
Hokkaido Chitose Winery

Japan

Hokkaido Kerner

ハバーリ ピノ ビアンコ
Haberle Pinot Bianco
アロイス ラゲデール
Alois Lageder

2,400 11,000
Italy
Alto Adige

Pinot Bianco

アルタ マリア ヴィンヤード シャルドネ
Alta Maria Vineyards Chardonnay
アルタ マリア ヴィンヤード
Alta Maria Vineyards

USA
Santa Maria
Valley

3,400 12,000
Chardonnay

Coravin
ロッシ バス
Rossj Bass

5,600 28,000

ガヤ
Gaja

2014

Italy
Piemonte

Chardonnay

Red
プリミティーヴォ フェウド バダラ
Primitivo
フェウド バダラ
Feudo Badala'

Italy
Puglia

1,800
Zinfandel

オミナ ロマーナ エルメス ディレクトロ
Ômina Romana Hermes Diactoros
オミナ ロマーナ
Ômina Romana

Italy
Lazio

2,400 11,000
Merlot
Cabernet Franc

モリードゥーカー ザ ボクサー
Mollydooker The Boxer
モリードゥーカーワイン
Mollydooker Wines

7,500

2,800 12,000

Australia
Shiraz
McLaren Vale

アタ ランギ クリムゾン ピノノワール
Ata Rangi Crimson Pinot Noir
アタ ランギ
Ata Rangi

3,400 14,000

New Zealand Pinot Noir
Martinborough

Coravin
ガヤ バルバレスコ
Gaja Barbaresco
ガヤ
Gaja

9,800 50,000
2016

Italy
Piemonte

Nebbiolo

表記 料 金に は 消 費 税と サ ービ ス 料 を別 途 申 し受 け ます 。

Prices are subject to tax and 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.

ビール
Beer
モレッティ
Moretti

¥1,200

メッシーナ
Messina

1,200

品川縣麦酒
Shinagawa Craft beer

¥1,500

ザ・プレミアム・モルツ
Suntory The Premium Malt’s

1,400

アサヒ ドライプレミアム ドラフト 1,500
Asahi Dry Premium Draft

コエド 漆黒
COEDO Black Lager

1,400

アサヒ ドライゼロ

コエド 紅赤
COEDO Sweet Potato

1,400

（ノンアルコールビール)

1,200

Asahi Dry Zero

イタリアンリキュール
Italian Liquors
グラッパ ガラッティ
Grappa Glatti

¥1,200

ディサローノ アマレット ¥1,300
Disaronno Amaretto

ベルタ ニッビオ グラッパ 1,500
ディ ネッビォーロ
Berta,Nibbio Grappa di Nebbiolo

アマーロ モンテネグロ
Amaro Montenegro

1,400

グラッパ ディ サシカイア 2,800
Grappa di Sassicaia

アペロール
Aperol

1,300

リモンチェッロ ディ カプリ 1,000
Limoncello Di Capri

カンパリ
Campari

1,300

ベルモット マンチーノ セッコ 1,500
Vermouth Mancino secco

フェルネットブランカ
Fernet-Branca

1,300

ベルモット マンチーノ ロッソ 1,500
Vermouth Mancino rosso

チナール
Cynar

1,300

フランジェリコ
Frangelico

1,300

表記 料 金に は 消 費 税と サ ービ ス 料 を別 途 申 し受 け ます 。

Prices are subject to tax and 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.

フード
Food
11:30 ~ 21:00
カステルフランコ & 根菜サラダ、サルサベルデ
Castelfranco radicchio leaves and roots cooked & raw, salsa verde

¥2,500

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
Caesar salad with prosciutto and crispy parmesan cheese

2,000

野菜のヴルーテ ドライフルーツ
Vegetable velouté, dried fruit

1,500

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

2,500

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
American club house sandwich with truffle fries

2,400

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
Beef rib-eye steak sandwich with truffle fries

2,800

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
Monterey Jack cheese and bacon burger with truffle fries

3,100

ココナッツチキンカレー
Coconut chicken curry

1,850

デザート
Dessert
11:30 ~ 21:00
シーズナルシグネチャーデザート

Seasonal signature dessert

ストロベリーティラミス ストロベリーシャーベット
Strawberry Tiramisù with strawberry sorbet

¥2,300

リコッタチーズとラズベリーのタルト ミルクシャーベット
Ricotta & raspberry tart with milk sherbet

2,000

ティラミス トンカ豆のアイスクリーム
Tiramisù with tonka bean ice cream

2,000

栗のクリームとドライフルーツパルフェ メレンゲ
Monte bianco; chestnut cream with meringue & dried fruit parfait

2,000

季節のパフェ
Seasonal Parfait

2,800

詳しくはスタッフにお問い合わせください。
Please ask our team for details.

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 記 料金 に は 消 費税 と サー ビ ス 料を 別 途 申し 受 けま す。

Prices are subject to tax and service charge.

ストロベリーアフタヌーンティー
Strawberry Afternoon Tea
14:00 ~ 16:30

¥4,800
今季ご提供する「ストロベリーアフタヌーンティー」には、
カスタードクリームに甘酸っぱいフレッシュラズベリーをペアリングしたシュークロカンに
果実味溢れる「あまおう」苺を添えた、仏語で「修道女」を意味する
「ルリジューズ」をはじめ、サクサクで綿雪のような口どけの
メレンゲとふわふわのクリームが相性抜群な「ムラングシャンティ」、
苺のジュレがグラスの中で美しい層になった「苺グラデーションのジュレ」や
キューブ型の愛らしい「ラミントン」など、どの角度から眺めても見目麗しい
ストロベリースイーツを集めました。セイボリーにもユニークなメニューが登場。
お花のような苺スライスが目を引く「メカジキのバーガー」は
苺のタルタルソースがアクセント。そのほか、苺の酸味がフォアグラのコクを引き立てる
「フォアグラムース&いちごジュレ」や
「ゴルゴンゾーラチーズといちごのキッシュ」など、
すべてのメニューに苺を使った、苺を心ゆくまでご堪能
いただける、至福のセレクションです。

The "Strawberry Afternoon Tea" is offered from December 26, 2019
to February 29, 2020.
Japan’ s famous Ichigo strawberries are back in season, and The
Strings is celebrating with our signature Afternoon Tea strawberry-themed sweets and savory items that are elegant, original
and overflowing with craftsmanship.
画像はイメージです

Images are samples only
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 記 料 金に は 消費 税 と サ ービ ス 料を 別 途 申し 受 け ます 。

Prices are subject to tax and service charge.

