
TELMONT Réserve Brut

TELMONT Réserve Rosé Brut

TELMONT Réserve de la Terre Extra Brut

TELMONT Blanc de Blancs Vinothèque Extra Brut

テルモン レゼルヴ ブリュット

テルモン レゼルヴ ロゼ ブリュット

テルモン レゼルヴ ド ラ テール エクストラ ブリュット

テルモン ブラン ド ブラン ヴィノテーク エクストラ ブリュット

￥16,500

19,800

22,000

52,800

Champagne TELMONT

N.V.

N.V.

2017

2005

Bottle 750ml

￥3,080

3,520

Glass 120ml

“テルモン”は 1912 年に誕生した、100 年の歴史を持つシャンパーニュ・メゾンです。
母なる自然の名のもとに、テロワールに配慮し、葡萄への理解を高めるために、葡萄畑に対する知識を深めます。

これが私たちのワイン造りの精神です。
勇気と謙虚さと忠実さをもって受け継がれてきたワインは、私たちの心をひとつにすると同時に自由を与えてくれます。

優れたワインは、自然からの贈り物であり、大切に守るべきもの。その想いを胸に、最高のシャンパーニュを作り続けています。

The House of TELMONT was born in 1912, a century old Champagne house.
In the name of mother nature we respect terroir unconditionally.

We are attentive to it, and ever more attuned to our vineyards in order to better understand each grape.
This is how our spirit of craft winemaking is best expressed.

Handed down since with courage, humility, and loyalty, it binds us together yet sets us free.
A great wine must be a gift from nature, intimately cherished and protected.

Vintage of wines is subject to availability. Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.

アイテムやヴィンテージが変更になることがございます。表記価格には消費税が含まれております。別途13％のサービス料を頂戴いたします。

Mimosa

Bellini

Kir Royal

Kir Imperial

ミモザ

ベリーニ

キール ロワイヤル

キール インペリアル

￥2,750

2,750

2,750

2,750

Classic  Champagne Cocktai ls

テルモン レゼルヴ ブリュット、 オレンジジュース

テルモン レゼルヴ ブリュット、 ピーチネクター

テルモン レゼルヴ ブリュット、 クレーム・ド・カシス

テルモン レゼルヴ ブリュット、 シャンボール

TELMONT Réserve Brut, Orange juice

TELMONT Réserve Brut, Peach nectar

TELMONT Réserve Brut, Crème de Cassis

TELMONT  Réserve Brut, Chambord

シャンパーニュ テルモン

The Champagne Bar Menu シャンパン・バー メニュー



Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.
表記価格には消費税が含まれております。別途13％のサービス料を頂戴いたします。

"Nature"

アルチザンチーズとコールドカット　グラスシャンパン付き
Artisan cheese and Cold cuts with 1 glass of Champagne <Réserve Brut>

￥4,950

ナチュール

Hamon serrano

Salame di Milano & Chorizo Iberico

Salmon and cream cheese canape

Focaccia and dried fruit bread

ハモンセラーノ

ミラノサラミとイベリコチョリソー

サーモンとクリームチーズカナッペ

フォカッチャとドライフルーツブレッド

Camembert

Emmental

Gerard fromage

カマンベール

エメンタール

ジェラールブルー

*This picture is for 2 people 写真は 2名様分です。

"Terroir"

グルメアルチザンチーズとコールドカット 2 種類のグラスシャンパン付き
Gourmet artisan cheese and cold cuts with 2 glasses of Champagne <Réserve Brut & Réserve Rosé>

￥9,900

Salmon and cream cheese canape

Caviar and tar te

Rice croquette

Crab meat éclair

サーモンとクリームチーズカナッペ

キャビアのタルト

ライスクロケット

カニのエクレア

Gerard fromage blue

Sainte-maure

Comte

Bread basket

ジェラールブルー

サント モール

コンテ

ブレッドバスケット*This picture is for 2 people 写真は 2名様分です。

テロワール

上記全てのセットに追加で 1 杯グラスシャンパンをオーダーする際は下記金額にて提供いたします。
If you order all of the above sets plus a glass of champagne, the price will be as follows.

Réserve Brut Réserve Rosé￥1,650 ￥2,200

By reservation only こちらのメニューは予約限定です。



Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.
表記価格には消費税が含まれております。別途13％のサービス料を頂戴いたします。

À La Carte
アラカルト

Caesar Salad   

Salad Caprese

Nicoise Salad

シーザーサラダ

トマトとモッツァレラのカプレーゼ

ニソワーズサラダ

￥3,630

2,200

￥2,200

2,750

1,980

Cheese Platter

Fish & Chips

チーズプラッター

白身魚とポテトのフライ

ドレッシングをフレンチ、和風、中華風、
サウザンアイランドまたはバルサミコドレッシングからお選びください

Choice of french, Japanese, chinese, Thousand Island 
or Balsamic dressing

4 種チーズをドライフルーツとご一緒に

モルトビネガーとタルタルソース添え

Selection of 4 cheeses served with dry fruits

Served with malt vinegar and tartar sauce

Appetizer

Club sandwich

Cheeseburger

クラブサンド

チーズバーガー

￥3,080

2,640

￥2,970

3,080

Salmon burger

Assorted sandwich

サーモンバーガー

ミックスサンド

チキンブレスト、卵焼き、ベーコン、トマト、レタス

国産ビーフ175g、胡麻バンズ、チェダーチーズ、ベーコン、
レタス、トマト、オニオン、ピクルス

Chicken breast, omelet, bacon, tomato and lettuce

175g domestic beef burger, sesame bun, cheddar cheese, 
bacon, lettuce, tomato, onion and pickles

グリルサーモン、胡麻バンズ、モッツァレラチーズ、
レモンマヨネーズ、レタス、トマト

スモークサーモン、ハム、チーズ、キュウリ、トマト、レタス

Grilled marinated salmon, sesame bun, Mozzarella cheese, 
lemon mayo, lettuce and tomato

Smoked salmon, ham, cheese, cucumber, tomato and lettuce

Sandwiches and burger

Margherita
マルゲリータ

￥3,080￥2,860 Prosciutto e Rucola
プロシュートルッコラ

トマトソース、ドライオレガノ、バジル、モッツァレラ
Tomato sauce, dry oregano, basil and mozzarella

トマトソース、ドライオレガノ、モッツァレラ、生ハム、ルッコラ
Tomato sauce, dry oregano, mozzarella, prosciutto and rocket

Pizza

Bolognaise

Tomato and basil

ボロネーゼ

トマトバジル

￥2,640￥2,640

2,310

Seafood with chili, garlic and olive oil
シーフードペペロンチーノ

スパゲッティ、ペンネ、またはタリオリーニをお好みのソースで
Spaghetti, Penne or Tagliolini with your choice of sauce

Pasta



Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.
表記価格には消費税が含まれております。別途13％のサービス料を頂戴いたします。

Special  Strawberry Dessert  from "UN GRAIN"
スペシャルストロベリーデザート“アン グラン”

Parfait Glacé aux Fraicheur Fraise
パルフェ グラッセ フレッシュール フレーズ

Strawberry parfait Glacé with lemon sented verbena herb and 

Mascarpone.

さわやかなベルベンヌ（レモンバーベナ）の香りを苺にまとわせ、
マスカルポーネのコクと合わせたパルフェです。

￥2,090

Strawberry Afternoon Tea
ストロベリー・アフタヌーンティー

Enjoy the fresh taste of strawberries for afternoon tea. 

Twelve kinds of strawberry sweets and five kinds of savories will 

be served with throughout the season. 

We invite you to enjoy a blissful moment of serenity 

with our famous afternoon tea.

今年は「苺とミルク」をテーマに、旬の苺と様々な乳製品との組み合わせに
趣向をこらしたストロベリースイーツ12種と、苺をアクセントにしたセイボリー
5 種を、25 種のドリンクと共にお楽しみいただけます。

11:00a.m.-4:00p.m.(Last entry 最終入店 )

*Up to 2 Hours 2 時間制、ラストオーダーは 30 分前

お一人様 ￥6,018 per person

Special  Offer
スペシャルオファー

Special  Strawberry Drink
スペシャルストロベリードリンク

Strawberry Dream
ストロベリードリーム

￥2,090

ストロベリーアフタヌーンティーに追加でストロベリードリームを
オーダーする際は下記金額にて提供いたします。

If you order Strawberry Afternoon tea plus a glass of Strawberry Dream, 
the price will be as follows.

￥1,320



Vintage of wines is subject to availability. Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.

アイテムやヴィンテージが変更になることがございます。表記価格には消費税が含まれております。別途13％のサービス料を頂戴いたします。

￥1,540

Beer

InterContinental Craft Beer
インターコンチネンタル クラフトビール

ビール

TELMONT Réserve Brut

TELMONT Réserve Rosé Brut

テルモン レゼルヴ ブリュット

テルモン レゼルヴ ロゼ ブリュット

￥16,500

19,800

Champagne
シャンパン

N.V.

N.V.

￥3,080

3,520

BottleGlass

￥9,900

12,100

12,100

White Wine

Jim Barry The Lodge Hill Riesling

Kenwood Six Ridges Chardonnay

Stag's Leap Wine Cellars Aveta Sauvignon Blanc

ジム バリー ザ ロッジ ヒル リースリング

ケンウッド シックス リッジズ シャルドネ

スタッグス リープ ワイン セラー アヴィータ ソーヴィニヨン ブラン

白ワイン

￥1,980

2,420

2,420

South Australia

California

California

Australia

U.S.A.

U.S.A.

BottleGlass

￥11,000

11,000

12,100

Red Wine

Isole e Olena, Chianti Classico

Spellbound Cabernet Sauvignon

Nielson Wines, Santa Barbara County Pinot Noir

￥2,200

2,200

2,420

イゾレ エ オレーナ キャンティ クラッシコ

スペルバウンド カベルネ ソーヴィニヨン

ニールソン ワインズ サンタ バーバラ カウンティ ピノ ノワール

赤ワイン

Toscana

California

California

Italy

U.S.A.

U.S.A.

BottleGlass



Vintage of wines is subject to availability. Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.

アイテムやヴィンテージが変更になることがございます。表記価格には消費税が含まれております。別途13％のサービス料を頂戴いたします。

TELMONT Réserve Brut

Mumm Grand Cordon Brut

Moët & Chandon Moët Impérial Brut

Taittinger Brut Réserve

Perrier-Jouët Grand Brut

Billecar t-Salmon Brut Réserve 

Thiénot Brut

Charles Heidsieck Brut Réserve

Henriot Brut Souverain

Mailly Blanc de Noirs Brut

Louis Roederer Collection 242 Brut

Ruinar t Blanc de Blancs Brut

テルモン レゼルヴ ブリュット 

マム グラン コルドン ブリュット 

モエ エ シャンドン モエ アンペリアル ブリュット

テタンジェ ブリュット レゼルヴ

ペリエ ジュエ グラン ブリュット

ビルカール サルモン ブリュット レゼルヴ 

ティエノ ブリュット 

シャルル エドシック ブリュット レゼルヴ

アンリオ ブリュット スーヴェラン

マイィ ブラン ド ノワール ブリュット

ルイ ロデレール コレクション 242 ブリュット

ルイナール ブラン ド ブラン ブリュット

￥16,500

14,300

20,900

22,000

22,000

25,300

16,500

22,000

20,900

17,600

18,700

33,000

By The Bott le -  Champagne -

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

Brut

ボトルシャンパン



Vintage of wines is subject to availability. Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.

アイテムやヴィンテージが変更になることがございます。表記価格には消費税が含まれております。別途13％のサービス料を頂戴いたします。

Mailly Grand Cru Extra Brut

Christophe Mignon Extra Brut Pur Meunier

Jacquesson Cuvée No.743 Extra Brut

Claude Cazals Clos Cazals Blanc de Blancs Extra Brut

Telmont Blanc de Blancs Vinothèque Extra Brut

Joseph Perrier Brut Nature

Joseph Perrier Blanc de Noirs Brut Nature

Louis Roederer Brut Nature

Laurent-Perrier Ultra Brut

マイィ グラン クリュ エクストラ ブリュット

クリストフ ミニョン エクストラ ブリュット ピュル ムニエ

ジャクソン キュヴェ 743 エクストラ ブリュット

クロード カザル クロ カザル ブラン ド ブラン エクストラ ブリュット

テルモン ブラン ド ブラン ヴィノテーク エクストラ ブリュット

ジョセフ ペリエ ブリュット ナチュール

ジョセフ ペリエ ブラン ド ノワール ブリュット ナチュール

ルイ ロデレール ブリュット ナチュール

ローラン ペリエ ウルトラ ブリュット

￥17,600

19,800

26,400

39,600

52,800

16,500

22,000

42,900

42,900

By The Bott le -  Champagne -
ボトルシャンパン

N.V.

N.V.

N.V.

2012

2005

N.V.

2010

2009

N.V..

Extra Brut

Brut Nature



Mumm Grand Cordon Rosé Brut

Moët & Chandon Rosé Impérial Brut

Taittinger Prestige Rosé

TELMONT Réserve Rosé Brut

Billecar t-Salmon Brut Rosé

Perrier-Jouët Blason Rosé Brut

Maison Mumm RSRV Rosé Foujita

Dom Pérignon Rosé Vintage Brut

Krug  Rosé Brut

マム グラン コルドン ロゼ ブリュット

モエ エ シャンドン ロゼ アンペリアル ブリュット

テタンジェ プレスティージュ ロゼ

テルモン レゼルヴ ロゼ ブリュット

ビルカール サルモン ブリュット ロゼ

ペリエ ジュエ ブラゾン ロゼ ブリュット

メゾン マム RSRV ロゼ フジタ

ドン ペリニョン ロゼ ヴィンテージ ブリュット

クリュッグ  ロゼ ブリュット

￥16,500

22,000

25,300

19,800

36,300

24,200

33,000

115,500

126,500

By The Bott le -  Champagne -

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

2005

M.V.

Rosé

Vintage of wines is subject to availability. Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.

アイテムやヴィンテージが変更になることがございます。表記価格には消費税が含まれております。別途13％のサービス料を頂戴いたします。

ボトルシャンパン



Telmont Réserve de la Terre Brut

Louis Roederer Brut Vintage

Louis Roederer Cristal Brut

Pascal Doquet Vertus Premier Cru Cœur de Terroir Brut

Taittinger Brut Millésimé

Maison Mumm RSRV Cuvée Lalou

Perrier Jouët Cuvée Belle Epoque Brut

Laurent-Perrier Grand Siècle Brut

Bollinger La Grande Année Brut

Bollinger 007 Limited Edition Milésimé

Dom Pérignon P2 Brut

Krug Grande Cuvée Brut

Krug Vintage Brut

Krug Clos du Mesnil Brut Blanc de Blancs

テルモン レゼルヴ ド ラ テール ブリュット

ルイ ロデレール ブリュット ヴィンテージ

ルイ ロデレール クリスタル ブリュット

パスカル ドケ ヴェルテュ プルミエ クリュ クール ド テロワール ブリュット

テタンジェ ブリュット ミレジメ

メゾン マム RSRV キュヴェ ラルー

ペリエ ジュエ キュヴェ ベル エポック ブリュット

ローラン ペリエ グラン シエクル ブリュット

ボランジェ ラ グランダネ ブリュット

ボランジェ 007 リミテッド エディション ミレジメ

ドン ペリニョン P2 ブリュット

クリュッグ グランド キュヴェ ブリュット

クリュッグ ヴィンテージ ブリュット

クリュッグ クロ デュ メニル ブリュット ブラン ド ブラン

￥22,000

24,200

104,500

27,500

28,600

49,500

44,000

61,600

55,000

63,800

154,000

77,000

104,500

330,000

By The Bott le -  Champagne -

2017

2012

2013

2005

2008

2002

2013

N.V.

2008

2011

1998

M.V.

2004

2004

Vintage & Prest ige

Vintage of wines is subject to availability. Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.

アイテムやヴィンテージが変更になることがございます。表記価格には消費税が含まれております。別途13％のサービス料を頂戴いたします。

ボトルシャンパン



Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.
表記価格には消費税が含まれております。別途13％のサービス料を頂戴いたします。

Soft  Drinks
ソフトドリンク

￥1,188

1,188

1,188

1,188

1,078

1,320

Orange juice

Grapefruit juice

Apple juice

Tomato juice

Evian 330ml

Evian 750ml

オレンジ ジュース

グレープフルーツ ジュース

アップル ジュース

トマト ジュース

エビアン

エビアン

￥1,078

1,078

1,078

1,078

1,320

Coca-Cola

Coca-Cola zero

Ginger ale

Perrier 330ml

Perrier 750ml

コカ・コーラ

コカ・コーラ ゼロ

ジンジャーエール

ペリエ

ペリエ



Coffee

 Ronnefeldt  Tea

Ronnefeldt  Herbal  Tea

コーヒー

ロンネフェルトティー

ロンネフェルトハーブティー

￥1,540

1,540

1,540

￥1,540

1,540

￥1,540

1,540

1,540

1,540

1,540

Coffee

Caffè Latte

Decaffeinated coffee

Earl Grey

Darjeeling

Green Dragon Lung Ching

Fruity Camomile

Ayurveda Herbs & Ginger

Jasmine Gold

Morgentau

コーヒー

カフェラテ

カフェインレスコーヒー

アールグレイ

ダージリン

グリーンドラゴン ロンジンチャ

フルーティーカモミール

アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー

ジャスミンゴールド

モルゲンタウ

￥1,540

1,540

￥1,540

￥1,540

1,540

1,540

1,540

Espresso

Cappuccino

English Breakfast

Sweet Berries

Refreshing Mint

Rooibos Cream Orange

Wellness

エスプレッソ

カプチーノ

イングリッシュ ブレックファースト

スイートベリーズ

リフレッシングミント

ルイボスクリームオレンジ

ウェルネス

中国を代表する「龍井茶」はさわやかな味わい。
シンプルな緑茶でほのかに甘みを感じます。

カモミールとオレンジの優しい香りのブレンドハーブティー。

生姜、アニス、フェンネル、レモングラスなどをブレンドした
心と体のことを考えたハーブティー。

ジャスミンの香りただよう爽やかなティー。

中国緑茶にバラの花びら、マンゴーのアロマをブレンド。

Delicate leaf buds picked by hand for this rare, 
delicately tart yet refreshing tea.

Deliciously wholesome camomile blended 
with the gentle sweetness of orange petals.

This Ayurveda tea has a powerful freshness that can only ginger, 
lemon grass, liquorice and lemon verbena can give.

Freshly plucked jasmine petals diffuse their gentle flavor over 
this delicate Chinese green tea.

This modern classic is a fascinating tea composition with 
large-leafed Sencha and subtle fruit flavourings and petals.

ハイビスカス、りんご、ラズベリーなどをブレンドした
甘酸っぱい味わいのティー。

爽快感のあるミントとレモングラスのブレンド。さっぱりしたい食後に。

ルイボスがベースでオレンジとクリームの優しい香りが
人気のハーブティー。

ルイボス、レモングラスなどのブレンドハーブティー。
気分を爽快にさせてくれるハーブティー。

The surprisingly full flavor of berries that comes 
from sumptuous pieces of fruit and real juices.

The typical, relaxing properties of mint with a 
new dimension in freshness with added lemon grass.

A full-bodied Rooibos from South Africa with a creamy and 
delicate vanilla flavor and the verge of ripe oranges.

Cooling and revitalizing herbal infusion with rooibos and 
freshly daring ingredients.
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