


ミニランチデザート+260yen

Lunch dessert (For customers who ordered lunch, you can set today's mini dessert at +260yen.)
（ランチをご注文のお客様限定で本日のミニデザートを＋260 円で追加頂けます）

ドリンクオプション +440yen
（アルコール以外のドリンクからお選び頂けます）
Drink options (You can choose drinks other than alcohol.)

（平日限定／Weekday only）11: 00～14: 00 (最終入店)

内容：11種類飲茶食べ放題【60分制】 
＋ スープ / 中華風おこわ /ジャスミンティーのフリーフロー

飲茶は次のページよりお選び下さい
Please choose dim sum from the next page.

1,700yenランチセット

Chinoiserie Lunch



飲茶は下記よりお選び頂けます

1. 海老入り水餃子

2.もち米肉団子

3.ニラ饅頭

4.ミニ肉まん

5. 小籠包

6. 大焼売

7. 揚げ焼売

8. 鶏肉の唐揚げ

9. 肉味噌豆腐

10. 蒸し鶏のネギ塩だれ(冷菜)

11.じゃがいものピリ辛黒酢炒め (冷菜)

※からしが必要な方は、スタッフまでお声がけください。
※１蒸籠につき飲茶は 2 個提供。1 度に頼める皿数はお一人様につき5 蒸籠までとなります。

Please choose dim sum from the following.

特定原材料は
こちらよりご覧頂けます









Dessert

ドリンクセット
Drink set (You can choose drinks other than alcohol and Appletiser.)

+550yen（アルコール・アップルタイザー以外のドリンクからお選び頂けます）

アイスクリーム 550yen

バニラとフランボワーズのセットになります

Ice cream

ふわふわチョコレートスフレ 990yen

ご注文頂いてから焼きあげる、熱々のスフレは
濃厚なチョコレートの香りとふわふわの食感が楽しめます。
冷たいバニラアイスと合わせてお召し上がり下さい。

Fluf fy chocolate souf f le

※焼き上がりまで20分程お時間を頂戴いたします



Tea Selection of MARIAGE FRÈRES

MARCO POLO （Hot）

上品な甘い香りに包まれながら、優雅な午後のティータイムを

マルコ ポーロ

マリアージュフレールの代名詞とも呼ばれる紅茶。

中国とチベットに咲くオリエンタルな花の豊潤な香りとフルーツの甘さが口に含んだ瞬間にふわっと広がります。

まろやかな飲み心地と豊かな風味は、濃いめのミルクティーとして飲んでも美味しくお召し上がり頂けます。

EARL GREY FRENCH BLUE （Hot / Ice）

リラックス効果のあるベルガモットの香りで気分をリフレッシュ

アールグレイ フレンチ ブルー

繊細なベルガモットの香りと青いブルーエの花の柔らかな香りが広がるアールグレイティー。

優雅で洗練されたこちらの紅茶は味と香りのバランスが良く、爽やかな飲み心地が特徴です。

ストレートでも美味しい銘柄ですが、レモンティーにしてもお勧めです。

ROUGE MÉTIS （Hot）

身体に優しいカフェインレスのお茶でホッと一息

ルージュ メティス

柑橘系のフルーツと数種類の花の香りがブレンドされたルイボスティー。

細かいルイボスの茶葉に果実や花びらが入ったお茶は、さっぱりとした味わいと豊かな香りが特徴です。

カフェインレスなのでカフェインの刺激が少ない分茶葉本来の香りをより深く感じられます。

THÉ SUR LE NIL （Hot / Ice）

すっきりとした後味の緑茶ベースの紅茶で爽やかな気分を味わって

テ シュル ル ニル

ナイル河をわたる風を想わせる悠久の歴史を感じさせる緑茶のフレーバードティー。

緑茶ベースに爽やかなシトラスフルーツとバニラの香りが広がります。

香り引き立つホットはもちろん、すっきりとした中にもほのかな甘さがあるのでアイスティーにもお勧めです。



825yen

ÉROS （Hot / Ice）

ハイビスカスとモーヴの甘酸っぱくて深みのある、心落ち着く香りでリラックスタイムを

BOLÉRO （Hot）

地中海が育んだフルーツの香りに包まれて、リゾート気分を楽しんで

RAJAH （Hot）

シャンパンのようなまろやかな甘さと優しい芳醇な香りで心地よい贅沢な時間を過ごして

ボレロ

ラジャ

エロス

ハイビスカスとモーブのフローラルな香りが広がるフレーバードティー。

神話の愛の神“エロス”と名付けられた恋人たちのお茶は、2種類の花の甘酸っぱい香りと心地よい甘みが特徴です。

ストレートでも飲みやすく、アイスティーでも豊かな香りを存分にお楽しみ頂けます。

青く輝く地中海の甘酸っぱいフルーツと甘い花の香りが漂う紅茶。

フルーツ特有の爽やかさは年代を問わず幅広い層からも人気で、なめらかな口当たりと飲みやすさが魅力です。

香り高い紅茶はさっぱりとした味わいなのでストレートはもちろん、レモンティーにしてもお勧めです。

「紅茶のシャンパン」とも賞される、セカンドフラッシュ（夏摘み）の茶葉だけを使用したダージリンティー。

ダージリンのセカンドフラッシュは、マスカットを感じさせるフルーティーな甘みや爽やかさが特徴です。

豊かな香りと上品な甘みで飲みやすく、混じり気のない洗練された味わいをお楽しみ頂けます。



























Free Drink Menu
マリアージュフレールティー（下記よりお選び頂けます）

Tea selection of MARIAGE FRÈRES

カフェラテ
Caf fe latte（Hot / Ice）

コーヒー
Cof fee（Hot / Ice）

エスプレッソ
Espresso（Hot）

※プラス一杯330 円（税込）にてご提供させて頂きます

Special Drink Option

テ シュル ル ニル
THÉ SUR LE NIL （Hot / Ice）

マルコポーロ
MARCO POLO （Hot）

エロス
ÉROS （Hot / Ice）

アールグレイ フレンチブルー
EARL GREY FRENCH BLUE （Hot / Ice）

ボレロ
BOLÉRO （Hot）

ラジャ
RAJAN （Hot）

ルージュメティス
ROUGE MÉTIS （Hot）

ロイヤルミルクティー by マルコポーロ
Royal milk tea by MARCO POLO（Hot / Ice）

330yen

ピンクレモネード
Pink lemonade（Ice）

330yen

330yenフラワーティーソーダ  by ボレロ
Flower tea soda by BOLÉRO（Ice）

330yen“Flower”コットンキャンディスパークリング
“Flower” Cotton candy sparkling（Ice）



375yenコーヒー（Hot/Ice）
Cof fee

540yenカフェラテ（Hot/Ice）
Caf fe latte

485yenピンクレモネード（Ice）
Pink lemonade

540yen
Tea from MARIAGES FRÈRES selection
マリアージュセレクション（Hot/Ice）

540yen
Royal milk tea by MARCO POLO
ロイヤルミルクティー（Hot/Ice）

460yen
Flower tea soda by BOLÉRO
フラワーティーソーダby ボレロ（Ice）

※全て税込価格となります

Takeaway 
Drink Menu


