
�e Strings Parfait 

涼しげな装いの大人パフェ
「ストリングス・サマーフルーツパフェ」

‘The Strings Parfait’ featuring Japan’s seasonal fruits 
Peach and Shine Muscat Grapes will bring your dessert 
experience to the next level .  Enjoy the summertime with 

blissful parfait .

Also available in Duo Package, for our parfait lovers !

シーズナルにバリエーション豊かにお届けする大好評のストリングス・パフェ。
今夏は、マスカットにはマール、ピーチにはシャンパンのフレーバーで

贅沢な余韻に包まれる大人パフェに仕上げました。
緻密に重ねたレイヤードが美しい、ビジュアルもテイストもプレステージな

サマーパフェです。

Shine Muscat Parfait
シャインマスカット

Peach Parfait
ピーチ

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. 

おすすめスパークリング 
Recommended pairing   

G.H.Mumm Ice Xtra Demi Sec
 マム アイス・エクストラ

¥1,100

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）

¥2,310



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

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



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

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

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

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. 

Romaine lettuce, anchovy & parmesan cheese dressing, garlic toast & 
Serrano ham

ロメインレタスのシーザーサラダ　ガーリックトースト ＆ 
ハモンセラーノハム



Sautéed scamorza cheese with grilled summer vegetables & tomato bruschetta

焼きチーズ  ‘スカモルツァ’  
夏野菜のグリル＆トマトブリュスケッタ

2,750

Nagomi lime risotto with sautéed shrimp & wild arugula

新潟県産 ‘和み’ リゾット　ライムの香り　
海老のソテー＆ルッコラ

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 

7,700

11,000

11:30 ~ 14:30

デザート
Dolci

抹茶のティラミス　あま酒のソルベ
Matcha tiramisù with amazake sorbet

¥2,200

Fresh pasta linguine ‘Vongole Bianco’ with Hokkaido clam & octopus

フレッシュパスタ ‘リングイネ’　
北海あさりと真ダコのボンゴレビアンコ　紫蘇の香り

Grilled turbot with summer beans fricassée, black olive sauce & 
oregano leaves

サメガレイのグリル　夏豆のフリカッセ　
ブラックオリーブソース＆オレガノリーフ

Herb marinated grilled pork shoulder with seared cucumber and 
lavender & lemon sauce

ハーブマリネした豚肩ロースのグリル　きゅうりのソテー　
ラベンダー＆レモンソース　

Veal saltimbocca with parmesan cheese white polenta cake & marsala sauce

仔牛のサルティンボッカ　
パルメザンチーズのホワイトポレンタケーキ＆マルサラソース

Grilled Hokkaido beef �llet (160g) witheggplant gratin & 
manganji chilli pepper , salsa piccante

北海道黒毛和牛フィレ (160 g) のグリル　
茄子グラタン&万願寺唐辛子  ピカンテソース

2,200

Fruit tomato semifreddo with Oishi plum sorbet
フルーツトマトセミフレッド　大石プラムのソルベ 2,200

Peach quartetto 
桃のカルテット

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. 



�e Strings’  Melon & Peach A�ernoon Tea 

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.. 

夏色のサマーアフタヌーンティー

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. 

夏色のサマーアフタヌーンティー
「メロン& ピーチアフタヌーンティー」

Melon & Peach A�ernoon Tea

¥5,830



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.

ピーチティー  - おちゃらか -
Peach Tea - Ocharaka -

甘味でエレガントな桃の香りがふわりと立ち昇る緑茶です。
�is green tea has a sweet, elegant peach aroma that rises so�ly.

レッドバルーン ティー
Red Ballon Tea

ブルーベリーの香りがするノンカフェインの南アフリカ産ルイボスティー
Blueberries lend their tangy sweetness to this airy, theine -free red tea which sparkles with 

overtones of crunchy nashi fruit. 

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

スイートハニー ティー
Sweet Honey Tea

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

キャラメルナッツ ティー
Caramel Nut Tea

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

インディアンナイト ティー
Indian Night Tea

 様々な香りが漂うインドの夏の夜をイメージしたスパイシーな紅茶
Spicy black tea blended with lots of spices

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

Apricot & Orange

オレンジのジューシーな香りに甘酸っぱいアプリコットの香りを重ねたティー
�e juicy orange aroma is layered with the sweet and sour apricot.

チョコレートミルク
Chocolate Milk

※水出し紅茶 / Cold brew

翡翠レモン ティー
Jade Lemon

緑茶やジャスミンティをベースにレモンミントをブレンド
�e  green tea & Jasmine tea  with a blend of lemon mint

※水出し紅茶 / Cold brew

ハッピーバースデー ティー
Happy Birthday Tea

アプリコットオレンジ ティー

Free

Free

Free
ホット
Hot

アイス
Iced

カフェインなし
Caffeine free

Free

Free



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

G.H.Mumm Ice Xtra Demi Sec
マム アイス・エクストラ France

Champagne
N.V. 13,7502,310

Telmont Réserve Brut 
テルモン レゼルヴ　ブリュット ¥13,750¥3,080France

Champagne
N.V.

Hermes Diactoros II Bianco 2019
ヘルメス　ディアクトロスII　ビアンコ 2019

Viognier , incrocio Manzoni ,
Petit Manseng, Chardonnay

Italy
LazioOmina Romana Winery

オミナ ロマーナ ワイナリー 

¥8,800¥1,980

Chablis
シャブリ 

ChardonnayFrance
BourgogneSebastien Christophe

セバスチャン クリストフ

12,1002,640

Domaine Goisot Saint Bris Moury 2020
ドメーヌ・ゴワゾ サン・ブリ ムーリ 2020

Sauvignon BlancFrance
BourgogneDomaine Goisot

ドメーヌ ゴワゾ

15,4003,300

Puligny Montrachet
ピュリニー モンラッシェ

ChardonnayFrance
BourgogneFrancois Carillon

フランソワ・カリヨン

28,6005,940
Coravin

BottleGlass

Vinsobres
ヴァンソーブル

Grenache, 
SyrahDomaine Saint Vincent

ドメーヌ サン ヴァンサン

12,1002,640

BottleGlass

Marsannay
マルサネ

Pinot NoirFrance
BourgogneCh de Marsannay

シャトー ド マルサネ

15,4003,300

France
Rhone

Tignanello 
ティニャネロ

Sangiovese, 
Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc

Italy
ToscanaAntinori

アンティノリ

33,0006,050

Coravin

Diana Nemorensis I 2019
ダイアナ ネモレンシス 2019

Merlot, 
Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc

Italy
LazioOmina Romana Winery

オミナ ロマーナ ワイナリー

¥8,800¥1,980

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）

5,5001,650France

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


