ケーキセット ¥1,404
コーヒーまたは紅茶付き Accompagné d’un café ou de thé

Caramel Symphonie

Cœur rouge

キャラメル
サンフォニー

ルージュ
ラズベリーのチョコレート
ムースの中にピスタチオの
ブリュレが入っています

苦味と甘味のバランスが
絶妙なキャラメルムースです
ヘーゼルナッツを食感の
アクセントに加えています

Tarte au citron

Moelleux au chocolat
Amer et grué de cacao

タルト シトロン
モンテカルロ

モワルー ショコラ
アメール

なめらかな口当たりの
クリームとさわやかな
味わいのレモンタルトです

生チョコレートを
なめらかなクリームに
仕立てケーキにしました

Mousse de marrons au cassis

Mont - Blanc

マロンカシス

モンブラン

濃厚なマロンムースに
カシスのジュレの程よい
酸味でバランスよく
仕上げています
*アルコールを含む

マロンクリームとラム酒が
ほのかに香るモンブランに
仕立てました
*アルコールを含む

Mousse de fromage blanc à l’abricot

Chou à la crème

フロマージュ クリュ

シュー ア ラ クレーム

爽やかなアプリコットの
ジュレと上品な香りの
サブレを重ねたロブションの
レアチーズケーキです
*アルコールを含む

オレンジリキュールで
香り付けしたバニラの
カスタードクリームが入った
シュークリームです
*アルコールを含む

*ケーキの特定原材料：全てに小麦・卵・乳を使用しております

価格は消費税を含む総額にて表示しております

季節のデザートセット
コーヒーまたは紅茶付き Accompagné d’un café ou de thé

Le Pain perdu brioché aux fruits rouges,
crème légère et glace vanille

ジョエル・ロブションのフレンチトースト
自家製のパンに甘さ控えめのクリーム、自家製バニラアイスを
合わせたフレンチトーストです
特定原材料：小麦 卵 乳

¥2,160

La Déclinaison autour du raisin “Kyoho“,
granité, gelée et marmelade

巨峰のパフェ

ヨーグルトのパンナコッタと共に

旬の巨峰を爽やかなヨーグルトのパンナコッタと合わせ、
上品な味わいに仕上げています
特定原材料：小麦 卵 乳

¥1,620
La Galette avec une crème et une glace aux marrons,
compote de cassis

マロンガレット

カシスの酸味と共に

¥2,160

マロンアイス、マロングラッセ、マロンクリーム、
栗を異なるスタイルで楽しんで頂くデザートです
程よい酸味のカシスソースと一緒にお召し上がりください
特定原材料：小麦 卵 乳 そば

＊価格は消費税を含む総額にて表示しております

人気のデザートセット
コーヒーまたは紅茶付き Accompagné d’un café ou de thé

Le Mille-feuille croustillant de cheveux d’ange aux fruits rouges

ジョエル・ロブションのミルフィーユ ~天使の髪をつむいで~

¥1,620

サクサクした生地にマスカルポーネのクリームやフランボワーズを重ねたデザートです
特定原材料：小麦 卵 乳

Assortiment de glaces

La Vanille en crème caramélisée à la cassonade

バニラのクレームブリュレ
滑らかな口当たりのクレームブリュレにカカオのアイスを
添えています
特定原材料：卵 乳

¥1,620

本日のアイス盛り合わせ

¥1,512

内容はスタッフにお尋ねください

セットドリンク
以下以外にも、追加でお飲み物をご用意しております
前ページのセットドリンクメニューをご覧ください
Café 〔 chaud ou glacé 〕 / Café express /Café ”Américain” / Thé Earl Grey 〔 chaud ou glacé 〕 / Thé Ceylan / Thé Darjeeling

ブレンドコーヒー 〔 ホット・アイス 〕 / エスプレッソ / カフェ・アメリカン
アールグレイティー 〔 ホット・アイス 〕 / セイロンティー / ダージリンティー
＊価格は消費税を含む総額にて表示しております

セットドリンク
ケーキセット・デザートセットのお飲み物を以下よりお選びいただけます

コーヒー /
Thé Ceylan

Café 〔 chaud ou glacé 〕

ブレンドコーヒー

紅茶

〔 ホット・アイス 〕

セイロンティー
Thé Earl Grey 〔 chaud ou glacé 〕

Café express

エスプレッソ

アールグレイティー

Café ”Américain”

Thé Darjeeling

カフェ・アメリカン

ダージリンティー

Cappuccino

Thé Royal 〔 chaud ou glacé 〕

カプチーノ 特定原材料：乳

+￥108

Café au lait 〔 chaud ou glacé 〕

カフェ オ レ 〔 ホット・アイス 〕 +￥108
特定原材料：乳

Thé au Muscat

〔 ホット・アイス 〕

ロイヤルミルクティー 〔 ホット・アイス 〕
特定原材料：乳

Cacao 〔 chaud ou glacé 〕

ココア
特定原材料：乳

+￥162

〔 ホット・アイス 〕 +￥162

フレーバーティー・ハーブティー

マスカットティー

爽やかなマスカットの香りとすっきりとした飲み口のアロマティーです

+￥162

ミルクを加えるとマロングラッセの香りと風味が広がります

+￥162

Thé au Marron

マロンティー
Camomille, Citronnelle, Menthe

カモミールブレンド

+￥162

＜カモミール・レモングラス・ミント＞

Cynorhodon, Hibisucus, Mûre, Pomme, Orange, Pétales de Roses, Pêche, Ortie

ローズヒップピーチ

+￥162

＜ローズヒップ・ハイビスカス・ブラックベリー・アップル・オレンジピール・ローズペタル・ピーチ・ネトル＞

ニナス マリー・アントワネット ティー
Marie-Antoinette

マリーアントワネット

Thé des Anges
+￥216

［セイロンティー・林檎・バラ］

［セイロンティー・バニラ・林檎］

+￥216

［セイロンティー・ストロベリー・甘いスパイス］

Eve

イヴ

テデアンジュ
Rooibos quatre fruits rouges

+￥216

フォーレッド ルイボス ［ノンカフェイン］ +￥216
［ルイボスティー・チェリー・ストロベリー・ラズベリー・レッドカラント］
＊価格は消費税を含む総額にて表示しております

