
深まる秋に愉しむ
「ストリングス・パフェ」

Our Executive Pastry Chef ,  Gaku Osada, has selected the 
fol lowing flavors for this autumn’s  Strings Parfait ;

Chestnut & Autumn citrus .
Stay cool with our Strings Parfaits  made with care and 

the highest craftsmanship.
Enjoy!

�e Strings Parfait 

「ストリングス・パフェ」の秋フレーバー、“マロン”と“秋シトラス”を
提供いたします。

弊ホテルのエグゼクティブペストリーシェフ 長田 学がちょうど旬を迎える
“栗”と“水晶文旦”などの柑橘類をフレーバーにセレクトし、芸術の秋に
ふさわしい、アートなパフェを考案しました。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、優雅な夏のパフェタイムをお過ごしください。

Autumn citrus Parfait
秋シトラス パフェ 3,080

Chestnut Parfait
マロン パフェ ¥3,080

Duo Parfait
デュオ・パフェ 6,050

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.

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

1688 Grand Rosé
1688グラン・ロゼ（ロゼスパークリング） 1,870

Petit Etoilé Chardonnay
プティ・エトワレ ノンアルコール シャルドネ 1,870

Petit Etoile Rosé
プティ・エトワレ ノンアルコール ロゼ 1,870

Petit Etoilé Cabernet Sauvignon
プティ・エトワレ ノンアルコール カベルネ・ソーヴィニヨン 1,870



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



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 ~ 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

Sautéed Caciocavallo & roasted autumn vegetables with purple cabbage coulis 

焼きチーズ  ‘カチョカバロ’  紫キャベツのクーリ　
秋野菜ロースト

2,750

Nagomi risotto with chestnut & porcini , shaved pecorino cheese 

新潟産  ‘和みリゾット’栗とポルチーニ 
ペコリーノチーズスライス

3,080

Fresh mafaldine pasta with porcini & mushroom cream sauce

‘マッファルディーネ‘パスタ　ポルチーニときのこの
クリームソース

2,750

Grilled golden thread�n bream & braised cabbage with sambuca orange sauce 

イトヨリ鯛のグリル　キャベツのブレゼ　
サンブーカオレンジソース

3,850

Herb marinated grilled chicken leg with roasted root vegetables & 
apple sauce

国産骨付き鶏もも肉のハーブマリネ・グリル　根菜のロースト 3,520

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

Grilled chef’s selected beef (160 g) with polenta cake & 
braised Italian mushrooms, red wine sauce

シェフおすすめビーフのグリル (160 g) ポレンタケーキ　
イタリア産キノコのエテュベ 赤ワインソース

7,150

Grilled Hokkaido beef �llet (160g) with polenta cake & 
braised Italian mushrooms, red wine sauce

北海道黒毛和牛フィレのグリル(160g) ) ポレンタケーキ
イタリア産キノコのエテュベ　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. 



トラベル・アフタヌーンティー
Travel A�ernoon Tea

¥5,500

Travel A�ernoon Tea  is on o�er 

from July, 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、

世界旅行をテーマにインターナショナルな

「トラベル・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

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. 



デザート
Dolci

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

季節のショートケーキ
Seasonal 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

季節のフルーツムース
Seasonal fruit mousse

 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.

2,200

Caramelized apple tarte with tonka beans ice cream
りんごのタルト　トンカ豆のアイスクリーム 2,200

マロンティラミス　カシスシャーベット
Chestnut tiramisu with cassis sherbet

¥2,200

Honey Semi freddo with pear compote, red wine sauce
はちみつセミフレッド　洋梨のコンポート　赤ワインソース



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.

ティーパーティー ティー
Tea Party Tea

パイナップルや地中海オレンジの香りが漂うティー
Surrender to the rich, warm and golden infusion of this black tea in�ected 

with notes of candied sweetness. 

ジャスミンモンキーキング ティー
Jasmine Monkey King Tea

美肌効果が絶大なジャスミンと緑茶のブレンドティー
A marvellous hand-picked green tea composed of the �nest quality buds and young leaves, 

blended with sensual night-blooming jasmine.

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

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

ハッピーバースデイ ティー
Happy Birthday Tea

レッドベリーとバニラの香りをブレンド
Black tea blended with berries and a touch of vanilla

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

ライチ和紅茶
Lychee Wakocha by Ocharaka

ライチとアロエを国産紅茶にブレンドして麗しく、華やかでエレガントな香り
Floral & elegant combination of Japanese toasted tea with lychee & aloe.

チョコレート
Hot chocolate

※水出し紅茶 / Cold brew

テ･ベリーニ
�é Bellini

秋の木の実と桃に真っ赤な花々をブレンド
Black tea with autumn nuts, peach and �re-red blossoms.

※水出し紅茶 / Cold brew

ラベンダー
Lavender


