
�e Strings Parfait 

毎年恒例の苺パフェの登場
「ストリングス・パフェ」

Our ‘King and Queen’ Strings Parfaits return for 
this season featuring Japan’s famous ichigo strawberries ,  
al l  made with care and the highest craftsmanship. Our Duo 

package is available for parfait lovers .

「ストリングス・パフェ」の新春・苺フレーバー 2種、“いちごキング”と
“いちごクイーン”を提供いたします。

エグゼクティブペストリーシェフ 長田 学が考案した今季の“キング&クイーン”は
いちごの美味しさが引き立つアイテムをそれぞれセレクトし、

新春にふさわしい華やかな佇まいになっております。
ふたつのパフェとドリンクがセットになった“デュオ・パフェ”もご用意。

天井高27メートルの開放的で涼しいホテルの洗練空間にて、
「ストリングス・パフェ」が贈る“いちごキング”と“いちごクイーン”の

競演をお楽しみください。

Ichigo Queen Parfait
いちごクイーン

Ichigo King Parfait
いちごキング

Duo Parfait
デュオ・パフェ

3,300

¥3,300

6,490

選べるパフェ 2 種とドリンクがセット

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. 



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

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 1,430

Hot chocolate
ホットチョコレート 1,540

コーヒー
Co�ee

1,430

1,430

1,430

1,430

ルイボスチョコオレンジ
Rooibos chocolate orange 

シルバームーン
Silver Moon

マンゴー＆ストロベリー
Mango & Strawberry

ローズヒップ＆ハイビスカス
Rosehip and Hibiscus



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.

ソフトドリンク
So� Drinks & Juices

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

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

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

Oolong tea
ウーロン茶 990

Orange juice
オレンジジュース 1,320

Alain Milliat Sauvignion Blanc juice

アラン･ミリア 
ソーヴィニヨンブランジュース



Sparkling

White

Red

BottleGlass

 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.

ワインセレクション
Wine Selection

Castelvecchio Brut Millesimato
カステルヴェッキオ ブリュット ミレジマート Italy

Piedmont
2019 8,2501,980

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） 5,5001,650

Duval-Leroy Brut Réserve

シャンパーニュ デュヴァル ルロワ
ブリュット レゼルヴ

¥13,750¥3,080France
Champagne

N.V.

France

Bollinger Special Cuvee
 ボランジェ スペシャル・キュヴェ ¥16,500France

Champagne
N.V.

Soave Classico Campolungo
ソアヴェ クラシコ カンポルンゴ

GarganegaItaly
VenetoVilla Mattielli

ヴィッラ マッティエリ 

¥8,800¥1,980

Chablis Réserve de Vaudon
シャブリ レゼルヴ ド ヴォードン 

ChardonnayFrance
BourgogneDomaine Drouhin Vaudon

ドメーヌ ドルーアン ヴォードン

13,2002,640

Domaine Fouassier François Le Saint Sancerre
ドメーヌ フワシエ フランソワ ル サン サンセール

Sauvignon BlancFrance
LoireDomaine Fouassier François

ドメーヌ フワシエ フランソワ

15,4003,300

Rossj Bass
ロッシ バス

ChardonnayItaly
PiedmontGaja

ガヤ

30,8006,160

2018

Coravin

BottleGlass

Stonehedge Cabernet Sauvignon 
ストーンヘッジ  カベルネ  ソーヴィニヨン

Cabernet Sauvignon, 
Petite Sirah

America
CaliforniaStonehedge Winery

ストーンヘッジ ワイナリー

¥8,800¥1,980

Chianti Colli Senesi Riserva "Terre del Fico"
キアンティ コッリ セネージ リゼルヴァ “テッレ デル フィーコ” 

Sangiovese, Colorino
Canaiolo, MerlotFicomontanino

フィコモンタニーノ

12,1002,640

BottleGlass

Côte de Beaune Rouge 
コート ド ボーヌ ルージュ

Pinot NoirFrance
BourgogneMaison Joseph Drouhin　

メゾン ジョゼフ ドルーアン

18,7003,850

Italy
Tuscany

Reignac Cuvee Special Rouge 
レイニャック キュヴェ・スペシャル

Merlot
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc

France
BordeauxChâteau de Reignac

シャトー・ド・レイニャック

20,9004,950

Coravin



 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.

イタリアンリキュール  
Italian Liquors

¥1,430

Grappa di Sassicaia
グラッパ ディ サシカイア 3,080

Frangelico
フランジェリコ 1,430

Limoncello Di Capri
リモンチェッロ ディ カプリ

Disaronno Amaretto
ディサローノ アマレット

1,540
Amaro Montenegro
アマーロ モンテネグロ

1,430
Aperol
アペロール

1,430
Campari
カンパリ

1,430
Fernet-Branca
フェルネットブランカ

1,430
Cynar
チナール

1,100

Vermouth Mancino secco
ベルモット マンチーノ セッコ 1,650

Vermouth Mancino rosso
ベルモット マンチーノ ロッソ 1,650

Moretti
モレッティ ¥1,320

Messina
メッシーナ 1,320

Asahi Dry Premium Dra�
アサヒ ドライプレミアム ドラフト 1,650

COEDO Black Lager
コエド 漆黒 1,540

COEDO Sweet Potato
コエド 紅赤 1,540

Shinagawa Cra� beer
品川縣麦酒 ¥1,650

Suntory �e Premium Malt’s
ザ・プレミアム・モルツ 1,540

Asahi Dry Zero

アサヒ ドライゼロ
（ノンアルコールビール)

1,320

ビール  
Beer

ドラフトビール  
Dra� Beer



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
クラテロ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

Coconut chicken curry
ココナッツチキンカレー 2,035

11:30 ~ 17:00

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

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. 



Sautéed scarmorza & roasted root vegetables with Kyoto carrot coulis
焼きチーズ  ‘スカルモッツア’  根菜ロースト　京人参クーリ 2,750

Sa�ron Nagomi risotto with sautéed scampi 
新潟産 ‘和み’サフランリゾット 手長海老のソテー 3,080

2,750

3,850

3,520

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

7,150

11,000

11:30 ~ 14:30

デザート
Dolci

いちごティラミス
Strawberry tiramisu

¥2,200

Fresh pasta ‘Conchiglie’ with duck breast & burdock ragout sauce
フレッシュパスタ‘コンキリエ'　鴨胸肉と牛蒡のラグーソース

Grilled sword�sh with braised lentille beans & bacon, roast onion coulis 

メカジキのグリル　レンズ豆とベーコンの煮込み 
ロースト玉ねぎクーリ

Herb marinated grilled pork shoulder with smoked mashed potato & dried 
tomato, gravy sauce

ハーブマリネした豚肩ロースのグリル　
ドライトマトのスモークマッシュポテト　グレイビーソース

Red wine braised beef cheek with mashed potato & roasted vegetables

シェフおすすめビーフ 牛ホホ肉のワイン煮　
マッシュポテト＆根菜野菜ロースト

Grilled Hokkaido beef �llet (160g) with mashed potato & roasted vegetables,
Morilles Madeira wine sauce 

北海道黒毛和牛フィレのグリル (160 g)　
マッシュポテト＆根菜野菜ロースト　モリーユ茸マデラソース

2,200

Apple tart with green apple sherbet
りんごのタルト 青りんごのシャーベット 2,200

Mikan tangerine quartetto 
みかんのカルテット

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. 



¥5,830

�e Strings’ Strawberry Loves Chocolate♡ A�ernoon Tea is 

on o�er from December 26,  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、2021年12月26日（日）から2022年2月28日（月）まで、

いちごLOVESショコラ♡アフタヌーンティーを

期間限定にて提供いたします。

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

14:00 ~ 16:30

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. 

いちごLOVESショコラ♡アフタヌーンティー
Strawberry Loves Chocolate♡ A�ernoon Tea 



¥7,150

�e Strings’ Night Strawberry Loves Chocolate♡ A�ernoon Tea 

is on o�er from December 26,  2021.

Please enjoy our great selection of sweets, savory items , tru�e 

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

herbal tea, �avored tea and more.. 

今季、2021年12月26日（日）から2022年2月28日（月）まで、

ナイト・いちごLOVESショコラ♡アフタヌーンティーを

期間限定にて提供いたします。人気のトリュフ風味の

フライドポテトが付いた夜のプランです。

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

18:00 ~ 19:30

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. 

ナイト・いちご LOVES ショコラ♡
アフタヌーンティー

Night Strawberry Loves Chocolate♡ A�ernoon Tea  



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. 

ストリングス・ケーキセレクション
�e Strings Cake Selection

ショートケーキ
Short cake

ピュア・チョコレート
Pure chocolate

ダブルチーズケーキ
Double cheesecake 

フルーツタルト
Fruit tart

 Please select one cake & one drink from following page.

ケーキセット 
Cake set

ケーキ各種
Cake selection

¥2,200

各¥990 
/ per slice

選べるケーキとドリンクがセット。
お好きなお飲み物を次ページよりお選びくださいませ。

テイクアウトでもご用意しております。詳しくはスタッフへお問合せください。
Takeout is available. Please feel free to ask sta� for details.



Beverages
下記セレクションよりお好きなものをお楽しみいただけます。

Please select a beverage from below.

ポムプレステージ ティー
Pomme Prestige Tea

ブラックティーに魅惑的で香り高いりんごがブレンドされたティー
Alluring and fragrant apples yield their  aroma to this tangy and delightful 

TWG Tea black tea.

スイートフランス ティー
Sweet France Tea

緑茶にエキゾティックな花々とカモミールをブレンドしたティー
�is graceful TWG Tea blend combines green tea with exotic �owers and a touch of chamomile 

to create a fresh and soothing cup.

Please ask a team member for details

ロイヤルダージリン
Royal Darjeeling

アールグレイ クラシック
Earl Grey Classic

イングリッシュ
ブレックファースト ティー
English Breakfast Tea

カモミール
Chamomile

ローズヒップ＆ハイビスカス
Rosehip and Hibiscus

ルイボスチョコオレンジ
Rooibos chocolate orange 

マンゴー＆ストロベリー
Mango & Strawberry

ローズ・フレンチバニラ
Rose with French Vanilla

ショコラベリー ティー
Chocolate Berry Tea

ペパーミント
Peppermint

マロン
Chestnut

シルバームーン
Silver Moon

ワールドツアー
World Tour

ティー、コーヒー、ホットチョコレート/ Tea, co�ee & hot chocolate

季節のアイスティー
Seasonal iced tea

フレーバーはスタッフまでお問い合わせくださいませ

キャラメルナッツ ティー
Caramel Nut Tea

チェストナッツを焦がしキャラメルでコーティングしたようなティー
�e elegant aroma of caramel

エスプレッソ
Espresso

カプチーノ
Cappuccino

カフェラテ
Ca�è Latte

コーヒー
Co�ee

ラ・フランス
La france by Ocharaka

ラ・フランスのエレガントな香りを緑茶でブレンド
�e elegant aroma of La France blended with green tea

チョコレート
Hot chocolate

※水出し紅茶 / Cold brew

スウィート アップル
Sweet Apple

りんごに甘いメープルとアプリコットやヨーグルトの甘酸っぱい香りをプラス
Black tea with fregrant apple, maple and touch of yogurt

※水出し紅茶 / Cold brew

ハッピーバースデー ティー
Happy Birthday Tea


