At r i um Lo u ng e G r a nd m e n u ア ト リ ウ ム ラ ウ ン ジ グ ラ ン ド メ ニ ュ ー

I n Se ason
季節のおすすめ

Rose Tea
薔薇茶

Bottle ￥3,400
Glass

1,800

Rose tea with a fragrance of rose can create
a relaxing atmoshere. Balanced harmonies of
rose and sweet roasted tea leave delicate
and elegant taste.
薔薇のエレガントな香りと焙煎茶の甘い味わいの
ハーモニーが絶妙なブレンドティー。

Matcha Drinks
抹茶ドリンク

Matcha
Mtcha Latte
Iced Matcha Au Lait
Matcha White Chocolate Latte
Matcha, Banana Smoothie
Matcha Mule
Virgin Green Tea Mojito

抹茶

￥1,450

1,400
アイス抹茶オレ
1,400
抹茶ホワイトチョコレートラテ 1,400
抹茶、バナナスムージー
2,000
抹茶ミュール
1,500
ノンアルコール抹茶モヒート
1,500
抹茶ラテ

An additional 8% sales tax and 13% service charge will be added. Menu items subject to change due to season.
Request you to please inform us of any food allergies, dietary or religious restrictions that you may have.
表記価格に別途消費税 8％とサービス料 13% を加算させていただきます。季節によりメニューアイテムは一部変更いたします。
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、
提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

SEASONAL HIGH TEA SET~Matcha~ with LADUREE Macaroon
季節のハイティーセット〜抹茶〜ラデュレマカロン付
Served from / 12:00noon - 6:00p.m.
Enjoy an elegant teatime savoring this special tea set, with a choice of 22 different types of tea
from which to choose from accompanied by Matcha desserts.

￥4,900

抹茶をメインに使ったプチガトーと、2 種類のサンドイッチとスコーン、
紅茶・コーヒー・ハーブティ・フレーバーティなど 22 種類から選べるドリンクとともに
お楽しみいただけます。抹茶の味覚をゆっくりとご堪能ください。

Set Beverage

Please choose from the beverages below

セットドリンク

下記よりお飲み物をお選びください。

COFFEE
コーヒー

Coffee

Espresso

Caffé Latte

Cappuccino

コーヒー

エスプレッソ

カフェラテ

カプチーノ

TEA
紅茶

Darjeeling Summer Gold

Special Earl Grey

English Breakfast

ダージリンサマーゴールド

スペシャルアールグレイ

イングリッシュブレックファースト

Royal Milk Tea

Chai

ロイヤルミルクティー

チャイ

RONNEFELDT HERBAL TEA
ロンネフェルトハーブティー

Morgensonne

Schlummertrunk

Camomile

モルゲンソネ

シュルマートルンク

カモミール

Fitnesskrautertee

Peppermint

Rose Hip Delight

フィットネスクロイターティー

ペパーミント

ローズヒップディライト

RONNEFEDT FLAVOURED TEA & FRUITS HERB TEA
ロンネフェルトフレーバーティー＆フルーツハーブティー

Irish Whiskey-cream

Strawberry Field

Red Fruits

アイリッシュウィスキークリーム

ストロベリーフィールズ

レッドフルーツ

Mango Dream

Tropical Orange

Soft Peach

マンゴードリーム

トロピカルオレンジ

ソフトピーチ

Wild Cherry
ワイルドチェリー

An additional 8% sales tax and 13% service charge will be added. Menu items subject to change due to season.
Request you to please inform us of any food allergies, dietary or religious restrictions that you may have.
表記価格に別途消費税 8％とサービス料 13% を加算させていただきます。季節によりメニューアイテムは一部変更いたします。
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、
提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

DESSERTS

デザート
Served from / 10:00am - 10:00pm

Fresh fruit platter

Please ask your server for today's selection.

フレッシュフルーツプラッター

内容は係りにお尋ねください。

Ice cream

Vanilla / Chocolate / Strawberry

アイスクリーム

バニラ / チョコレート / ストロベリー

Soft cream

Please ask your server for selection.

ソフトクリーム

内容は係りにお尋ねください。

￥2,500

1 scoop /

各

700

Strawberries dipped in whipped cream or condensed milk
新鮮な苺をホイップクリーム

または

600

1,550

コンデンスミルクで

Chocolate

1,450

チョコレート

Cheese platter

Selection of 4 cheese served with dry fruit

チーズプラッター

4 種チーズをドライフルーツとご一緒に

Today's cake

Please ask your server to present our selection of cakes.

ケーキ各種

ケーキの種類は係りにお尋ねください。

Cake and your choice of coffee or tea

Your choice of cake from our cake trolley.
Please choose the beverages from below.

ケーキセット

3,000

￥1,000

2,000

お好きなケーキとコーヒー、紅茶を下記よりお選びください。

LADURÉE Matcha Macaroon and
your choice of coffee or tea

Please choose the beverages from below.

2,000

お好きなコーヒー、紅茶を下記よりお選びください。

LADURÉE マカロンセット
（抹茶フレーバー）

COFFEE コーヒー

TEA 紅茶

Coffee

Darjeeling Summer Gold

コーヒー

ダージリンサマーゴールド

Espresso

Special Earl Grey

エスプレッソ

スペシャルアールグレイ

Caffé Latte

English Breakfast

カフェラテ

イングリッシュブレックファースト

Cappuccino

Royal Milk Tea

カプチーノ

ロイヤルミルクティー

An additional 8% sales tax and 13% service charge will be added. Menu items subject to change due to season.
Request you to please inform us of any food allergies, dietary or religious restrictions that you may have.
表記価格に別途消費税 8％とサービス料 13% を加算させていただきます。季節によりメニューアイテムは一部変更いたします。
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、
提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

MEAL

お食事
Served from / 11:00a.m. - 10:00p.m.

SANDWICHES AND BURGERS
All sandwiches are complemented with potato chips. Change to French fries for an additional ￥300
サンドイッチにはポテトチップスをお付けします。追加￥300 でフレンチフライに変更いただけます。

Club sandwich

Chicken breast, omelet, bacon, tomato, lettuce

クラブサンド

チキンブレスト、卵焼き、ベーコン、トマト、レタス

Smoked salmon sandwich

Smoked salmon, rye bread, cream cheese, Romaine lettuce,mayonnaise,

スモークサーモンサンドイッチ

￥2,650

2,350

tomato, cucumber
スモークサーモン、ライ麦パン、クリームチーズ、ロメインレタス、マヨネーズ、トマト、きゅうり

Pastrami sandwich
パストラミサンドイッチ

Pastrami, sesame bun, whole grain mustard, mayonnaise,

2,450

Romaine lettuce, tomato, pickled cucumber
パストラミ、胡麻バンズ、粒マスタード、マヨネーズ、ロメインレタス、トマト、ピクルス

Sandwich with Iberico ham

French bread, fresh tomato cube, olive oil, salvatica, mini salad

イベリコハムのサンドイッチ

フランスパン、トマト、セルバチコ、ミニサラダ

Cheese burger
served with French fries

175g domestic beef burger, sesame bun, cheddar cheese, bacon,

チーズバーガー

国産ビーフ 175ｇ、胡麻バンズ、チェダーチーズ、ベーコン、

フレンチフライ添え

レタス、トマト、オニオン、ピクルス

2,550

2,750

lettuce, tomato, onion and pickles

MAIN

Spaghetti Bolognaise

2,300

スパゲッティ ボロネーゼ

Spaghetti with tomato and basil sauce

2,000

スパゲッティ トマトとバジルのソース

Spaghetti with seafood, chili, garlic and olive oil

2,400

スパゲッティ シーフードペペロンチーノ

Beef and vegetable curry - Japanese style

2,900

牛肉と野菜のカレー

Fried noodle
焼きそば

An additional 8% sales tax and 13% service charge will be added. Menu items subject to change due to season.
Request you to please inform us of any food allergies, dietary or religious restrictions that you may have.
表記価格に別途消費税 8％とサービス料 13% を加算させていただきます。季節によりメニューアイテムは一部変更いたします。
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、
提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

2,000

MEAL

お食事
Served from / 11:00a.m. - 10:00p.m.

SANDWICHES AND BURGERS
All sandwiches are complemented with potato chips. Change to French fries for an additional ￥300
サンドイッチにはポテトチップスをお付けします。追加￥300 でフレンチフライに変更いただけます。

Club sandwich

Chicken breast, omelet, bacon, tomato, lettuce

クラブサンド

チキンブレスト、卵焼き、ベーコン、トマト、レタス

Smoked salmon sandwich

Smoked salmon, rye bread, cream cheese, Romaine lettuce,mayonnaise,

スモークサーモンサンドイッチ

￥2,650

2,350

tomato, cucumber
スモークサーモン、ライ麦パン、クリームチーズ、ロメインレタス、マヨネーズ、トマト、きゅうり

Pastrami sandwich
パストラミサンドイッチ

Pastrami, whole wheat bread, whole grain mustard, mayonnaise,

2,450

Romaine lettuce, tomato, pickled cucumber
パストラミ、全粒粉ブレッド、粒マスタード、マヨネーズ、ロメインレタス、トマト、ピクルス

Sandwich with Iberico ham

French bread, fresh tomato cube, olive oil, salvatica, mini salad

イベリコハムのサンドイッチ

フランスパン、トマト、セルバチコ、ミニサラダ

Cheese burger
served with French fries

175g domestic beef burger, sesame bun, cheddar cheese, bacon,

チーズバーガー

国産ビーフ 175ｇ、胡麻バンズ、チェダーチーズ、ベーコン、

フレンチフライ添え

レタス、トマト、オニオン、ピクルス

2,550

2,750

lettuce, tomato, onion and pickles

MAIN

Spaghetti Bolognaise

2,300

スパゲッティ ボロネーゼ

Spaghetti with tomato and basil sauce

2,000

スパゲッティ トマトとバジルのソース

Spaghetti with seafood, chili, garlic and olive oil

2,400

スパゲッティ シーフードペペロンチーノ

Beef and vegetable curry - Japanese style

2,900

牛肉と野菜のカレー

Fried noodle
焼きそば

An additional 8% sales tax and 13% service charge will be added. Menu items subject to change due to season.
Request you to please inform us of any food allergies, dietary or religious restrictions that you may have.
表記価格に別途消費税 8％とサービス料 13% を加算させていただきます。季節によりメニューアイテムは一部変更いたします。
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、
提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

2,000

RONNEFELDT HERBAL TEA

ロンネフェルトハーブティー

Caffeine free / カフェインレス

Ronnefeldt (ロンネフェルト）とは、1823年にJohann Tobias Ronnefeldt 氏によって、設立された180年の歴史があるドイツの紅茶メーカーです。
ロンネフェルト紅茶はロンネフェルト社が優れた品質と時間と手間を十分にかけた製法で、独自のブランドを作り出した紅茶です。
全て自社のレシピによりドイツの国内でブレンドしています。

Morgensonne

￥1,450

Peppermint, rose hip and marigold.
Freshness and easy to drink.

モルゲンソネ

ペパーミント、ローズヒップ、マリーゴールドなどのハーブをブレンド。
清涼感があり飲みやすいハーブティー。

Fitnesskrautertee
フィットネスクロイターティー

1,450

Rooibos, lemonglass and lemon scented verbena.
Lift up tea.
ルイボス、レモングラス、レモンバーベナなどをブレンド。
気分を高揚させるハーブティー。

Schlummertrunk
シュルマートルンク

1,450

Camomile, lemon balm leaf, fennel.
Tea for your relaxation.
カモミール、レモンバームの葉、フェンネルなどをブレンドした、
気持ちをリラックスさせるブレンドハーブティー。

Peppermint

1,450

Refreshing and relaxing herbal tea.
Popular for after meal.

ペパーミント

飲んだ後にスーッとした清涼感があり、リラックスできるハーブティー。
食後に人気のハーブティー。

Camomile

1,450

Know as Mother of medical herb.
Recommended for your night time relax.

カモミール

ドイツでは「母なる薬草」として知られているカモミール。
リラックス効果が期待できナイトティーにお薦めです。

Rose Hip Delight
ローズヒップディライト

1,450

Rose hip is well known as containing 42 times more
vitamin than lemon.
Favorable sourness is popular for ladies.
ローズヒップはビタミンがレモンの約 42 倍もあると言われているハーブ。
程良い酸味が女性に人気。

CHINESE TEA

JAPANESE GREEN TEA

中国茶

Spring Jasmine Tea

For stress relief

春亳茉莉茶（花茶）

ストレス解消効果

Yun Nan Pu-erh

Helps digestion

雲南普耳（黒茶）

消化促進効果

￥1,350

日本茶

Sencha UJI

￥1,350

煎茶

1,350
Genmaicha

1,350

玄米茶

Huangjingui

Effective for dieting

黄金桂（青茶）

ダイエット効果

1,350
Hojicha

1,350

ほうじ茶

Atrium Lounge Recommendation

Matcha
抹茶

1,450

RONNEFELDT TEA

ロンネフェルト紅茶

￥1,280

Darjeeling Summer Gold
ダージリンサマーゴールド

Special Earl Grey

￥1,280

スペシャルアールグレイ

1,280

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

HOT CHOCOLATE

ホットチョコレート

Hot Chocolate

￥1,380

ホットチョコレート

Spicy Hot Chocolate

￥1,380

(Cinnamon and chili pepper)
スパイシーホットチョコレート（シナモンとチリペッパー入り）

Hot Chocolate with Marshmallow

1,380

ホットチョコレート with マシュマロ

SOFT DRINKS

ソフトドリンク

Juice

￥1,080

ジュース

Coca-Cola

￥980

コカ・コーラ

Orange / pink grapefruit / apple / tomato / pineapple
オレンジ / ピンクグレープフルーツ / アップル /
トマト / パイナップル

Coca-Cola zelo

980

コカ・コーラ ゼロ

Fruit Squash

1,150

フルーツスカッシュ
Orange / grapefruit / lemon / Yuzu

Ginger Ale

オレンジ / グレープフルーツ / レモン / 柚子

ジンジャーエール

Today's Fresh Smoothie / Juice

980

1,800

本日のフレッシュ ジュース / スムージー

Tonic Water

980

トニックウォーター

Please ask for today's choice
係の者にお尋ねください。

SPARKLING WATER
Perrier

スパークリングウォーター
France

ペリエ

STILL WATER
Evian

￥980

San Pellegrino

750ml

1,200

サンペリグリノ

Italianna

500ml

￥980

750ml

1,200

500ml

￥980

750ml

1,200

スティルウォーター
France

エビアン

330ml

750ml ￥1,200

Acqua Panna
アクア パンナ

Italianna

An additional 8% sales tax and 13% service charge will be added. Menu items subject to change due to season.
Request you to please inform us of any food allergies, dietary or religious restrictions that you may have.
表記価格に別途消費税 8％とサービス料 13% を加算させていただきます。季節によりメニューアイテムは一部変更いたします。
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、
提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

COFFEE SERVER

Iced Brewed Coffee

￥1,600

アイスブリュードコーヒー

BARISTA'S SPECIAL

バリスタ スペシャル

Caramel latte

￥1,400

Green tea latte

￥1,400

抹茶ラテ

キャラメルラテ

Noisette latte (Hazelnut, Almond)

1,400

KINAKO au lait

ノアゼットラテ（ヘーゼルナッツ、アーモンドフレーバー）

きなこオレ

Caffé Mocha

Royal Milk Tea

1,400

1,400

1,500

ロイヤルミルクティー

カフェモカ

Caffé Latte

1,380

Chai

1,500

チャイ

カフェラテ

Cappuccino

1,380

カプチーノ

STANDARD COFFEE
Coffee

コーヒー

￥1,280

Viennese Coffee

1,380

1,530

Espresso

1,280

Macchiato

1,380

カフェマキアート

アイリッシュコーヒー

Hojicha Latte

￥1,280

エスプレッソ

ウィンナーコーヒー

Irish Coffee

Caffeine free Coffee
カフェインレスコーヒー

コーヒー

1,400

ほうじ茶ラテ

Flavoured Syrups

each

カスタマイズ
Caramel / almond / vanilla / hazelnut / honey

Your choice of regular milk / low-fat / soybean milk
ミルクは、ミルク／低脂肪／豆乳からお選びいただけます

キャラメル／アーモンド ／ヴァニラ／ヘーゼルナッツ／ハチミツ

140

SPECIAL JAPANESE TEA

Ureshino Green Tea
嬉野

RONNEFELDT FLAVOUR TEA
Irish Whiskey-cream
アイリッシュ
ウィスキークリーム

￥2,000

煎茶

ロンネフェルトフレーバーティー

Assam tea base, sweet fragrance of the cacao beans and the mellow taste of the
whiskey. Popular one of Ronnefeldt
アッサムティーがベースでカカオの甘い香りとウィスキーの芳醇な味わいをブレンド。
ロンネフェルト人気の一品。

Mango Dream

Ceylon tea base, mango of tropical fruits

マンゴードリーム

セイロンティーがベースの茶葉にトロピカルフルーツのマンゴーをブレンド。

Wild Cherry

Aroma of cherry, almond

ワイルドチェリー

チェリーとアーモンドのアロマをブレンド。

Strawberry Field

Tea and strawberry ﬂavor is popular

ストロベリーフィールズ

紅茶とストロベリーの甘い香りが楽しめる人気のティー。

Tropical Orange

Maturity orange and tea is the best blend

トロピカルオレンジ

完熟オレンジと紅茶の絶妙なブレンド

FRUITS HERB TEA
Red Fruits
レッドフルーツ

￥1,450

フルーツハーブティー

1,450

1,450

1,450

1,450

Caffeine free / カフェインレス

Elderbarries, hibiscus, blackcurrants, natural ﬂavor, blueberry
German traditional herbal tea of fruits

￥1,450

ニワトコの実、ハイビスカスなどがブレンドされたドイツの伝統的なフルーツハーブティー。
ワインのような色。

Soft Peach

Apple, hibiscus and rose hip. Sweet peach ﬂavor is popular

ソフトピーチ

リンゴ、ハイビスカス、ローズヒップなどがブレンドされた甘い香りのフルーツティー。
優しい桃の香りが人気。

An additional 8% sales tax and 13% service charge will be added. Menu items subject to change due to season.
Request you to please inform us of any food allergies, dietary or religious restrictions that you may have.
表記価格に別途消費税 8％とサービス料 13% を加算させていただきます。季節によりメニューアイテムは一部変更いたします。
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、
提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

1,450

FINE SELECTION OF SPARKLING WINE 今月のおすすめスパークリングワイン
Champagne
G.H.Mumm Grand Cordon Brut

Glass 120ml
￥2,300

G.H. マム グラン コルドン ブリュット

G.H.Mumm Le Rosé Brut

2,800

G.H. マム ル ロゼ ブリュット

Sprkling Wine Louis Pommery Brut California

1,900

ルイ ポメリー ブリュット カリフォルニア

FINE SELECTION OF WHITE WINE おすすめ白ワイン
Journey's End Vineyards Fruit Orchestra Chenin Blanc

Glass 120ml
South Africa

￥1,600

France

1,700

U.S.A.

2,000

U.S.A.

2,400

ジャーニーズ エンド ヴィンヤーズ フルーツ オーケストラ シュナン ブラン

Clarendelle Blanc Bordeaux
クラレンドル ブラン ボルドー

J. Christopher Willamette Valley Sauvignon Blanc
J. クリストファー ウィラメット ヴァレー ソーヴィニョン ブラン

Cambria Estate Vineyard & Winery Benchbreak Chardonnay
カンブリア エステート ヴィンヤード ベンチブレイク シャルドネ

FINE SELECTION OF RED WINE
Clarendelle Rouge Bordeaux

おすすめ赤ワイン

Glass 120ml
France

￥1,700

U.S.A.

2,000

U.S.A.

2,200

U.S.A.

2,400

クラレンドル ルージュ ボルドー

Hedges Red Mountain Syrah
ヘッジス レッド マウンテン シラー

Torii Mor Wilamette Valley Pinot Noir
トリイ モア ウィラメット ヴァレー ピノ ノワール

L'Ecole No 41 Columbia Valley Cabernet Sauvignon
レコール No 41 コロンビア ヴァレー カベルネ ソーヴィニョン

BEER

ビール

Draft Beer - Asahi Super Dry
生ビール

330ml

￥1,300

Bottle Beer 瓶ビール

￥1,200

Kirin Lager / Sapporo / Heineken / Corona

- アサヒスーパードライ

キリンラガー / サッポロ / ハイネケン / コロナ

Suntory Master's Dream

305ml

1,300
InterContinental Craft Beer
330ml
インターコンチネンタル クラフトビール

サントリー マスターズ ドリーム

COCKTAILS

カクテル

Star of Bombay Gin & Tonic

￥1,800

Long Island Iced Tea

Moscow Mule

1,800

Old Fashioned

45ml

ウイスキー
￥1,900

The Glenlivet 12 y.o.

Woodford Reserve, Distillers Reserve

￥1,800

ウッドフォード リザーブ ディスティラーズ リザーブ

シーバスリーガル１２年

ザ・グレンリベット１２年

2,200

オールド ファッションド

ロング アイランド アイスティー

Chivas Regal 12 y.o.

￥1,800

モスコーミュール

スターオブ ボンベイ ジントニック

WHISKY

1,400

2,400

Suntory Hakushu 12 y.o.
サントリー白州１２年

2,600

