＊印の付いている温かいお飲物は2杯分お召し上がりいただけます

コーヒー
Café 〔 chaud ou glacé 〕

＊ブレンドコーヒー

￥880

〔 ホット・アイス 〕

Café express

＊エスプレッソ

￥880

Café ”Américain”

＊カフェ・アメリカン

￥880

Cappuccino

カプチーノ

特定原材料：乳

￥990

特定原材料：乳

￥990

Café au lait 〔 chaud ou glacé 〕

カフェ オ レ

〔 ホット・アイス 〕

Cacao 〔 chaud ou glacé 〕

＊ココア

〔 ホット・アイス 〕

￥1,100

特定原材料：乳

Café avec une glace à la vanille

コーヒーフロート

￥1,320

特定原材料：乳

紅茶
Thé Ceylan

＊セイロンティー

￥880

Thé Earl Grey 〔 chaud ou glacé 〕

＊アールグレイティー

￥880

〔 ホット・アイス 〕

Thé Darjeeling

￥990

＊ダージリンティー
Thé Royal 〔 chaud ou glacé 〕

＊ロイヤルミルクティー

〔 ホット・アイス 〕

￥1,100

特定原材料：乳

フレーバーティー・ハーブティー
Thé au Chocolat et à l’Orange

＊ショコラ オランジェ

オレンジとチョコレートの香りが絶妙にマッチしています

￥1,100

Thé au Marron

＊マロンティー

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

￥1,100

Camomille, Citronnelle, Menthe

＊カモミールブレンド

￥1,100

＜カモミール・レモングラス・ミント＞

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

￥1,100

＊ローズヒップピーチ
＜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＞

＊価格は消費税を含む総額にて表示しております

ニナス マリー・アントワネット ティー
ヴェルサイユ王立菜園「le Potager du Roi」唯一のオフィシャルパートナーであり、
ベルサイユ宮殿の貴族やマリー・アントワネットにも愛されたフレグランスを使ったユニークなフレーバーティーです
ニナス マリー・アントワネットティー本来の香りや味わいをお楽しみ頂けるよう、ご注文頂いてからお作り致します

Marie-Antoinette

¥1,320

マリーアントワネット
ヴェルサイユ宮殿の王立農園「キングスガーデン」で育まれた、
様々な林檎とバラの花びらで香りづけしたフレーバーティーです

Eve

¥1,320

イヴ

セイロンティーにバニラとりんごなどのフルーツで香りづけしたフレーバーティーです

Thé des Anges

¥1,320

テデアンジュ

セイロンティーをベースにストロベリーの香りと甘いスパイスをブレンドしています

Rooibos quatre fruits rouges

¥1,320

フォーレッド ルイボス 【ノンカフェイン】
ルイボスティーにチェリー・ストロベリー・ラズベリー・レッドカラントの4種類の

赤いフルーツの香りをプラスした甘酸っぱいフレーバーが特徴のルイボスティーです
ノンカフェインのため、カフェインの摂取が出来ない方にもおすすめです
*テイクアウトの茶葉もご用意しております スタッフまでお気軽にお申し付けください

＊価格は消費税を含む総額にて表示しております

ソフトドリンク
Eau de Tomate

ロブションのトマトジュース

¥1,320

トマトのエッセンスを凝縮
当店でしか味わうことの出来ない
シャンパンゴールドのトマトジュースです

Soda au Citron

フレッシュレモンスカッシュ

¥1,320

Soda au Citron vert

フレッシュライムスカッシュ

¥1,320

Jus d’Orange

¥770

オレンジジュース
Jus de Pamplemousse

¥770

グレープフルーツジュース
Coca-Cola

¥770

コカコーラ
Ginger Ale

ジンジャーエール

¥770

Lait 〔 Chaud ou glacé 〕

ミルク 〔 ホット・アイス 〕

¥660

特定原材料：乳

ミネラルウォーター
Perrier (France)

330ml

¥770

アクアパンナ（イタリア） 炭酸無し 500ml

¥770

ペリエ（フランス） 炭酸入り
Acqua Panna (Italie)

＊価格は消費税を含む総額にて表示しております

おすすめドリンク
アラン・ミリア
Alain Milliat Jus de Raisin

Alain Milliat

アラン・ミリア
メルロー種 赤グレープジュース
フランス ガイヤック産メルローを使用
赤い果実の香りと力強い風味が特徴です
Au verre

Bouteille 334ml

グラス ¥880

ボトル ¥1,320

スパークリングウォーター
イギリス コッツウォルズ地方の天然水にハーブエキスや果汁を
ブレンドした微炭酸のスパークリングウォーターです
Elderflower

エルダーフラワー
Pomegranate & Elderflower

ざくろ＆エルダーフラワー

275ml

¥880

275ml

¥880

275ml

¥880

Lemongrass & Ginger

レモングラス＆ジンジャー

スパークリングジュース
強すぎない適度な微炭酸で砂糖・保存料不使用のナチュラルな美味しさです
Appletiser

アップルタイザー

275ml

¥880

＊価格は消費税を含む総額にて表示しております

シャンパン
Taittinger Brut Réserve

テタンジェ ブリュット・レゼルヴ
Au verre

Bouteille

グラス ¥1,540

ボトル ¥9,900

白ワイン
2017 Vin de France, Sauvignon Blanc “Sélection Joël Robuchon” P. Jaboulet Aîné

ソーヴィニヨン ブラン セレクション ジョエル・ロブション
メゾン ポール ジャブレ エネ
Au verre

En Carafe

グラス ¥1,100

カラフェ（グラス3杯分） ¥2,970 ボトル ¥6,600

Bouteille

赤ワイン
2016 Côtes du Rhône, “Sélection Joël Robuchon” P. Jaboulet Aîné

コート デュ ローヌ セレクション ジョエル・ロブション
メゾン ポール ジャブレ エネ
Au verre

En Carafe

グラス ¥1,100

カラフェ（グラス3杯分） ¥2,970 ボトル ¥6,600

Bouteille

シードル
Cidre Val de Rance (Brut)

Bouteille 250ml

シードル・ヴァル・ド・ランス ＜辛口＞

250ml ボトル ¥1,320

ビール
Bière Sapporo Draft

Bouteille 334ml

サッポロ黒ラベル

334ml ボトル

Bière Sapporo sans alcool

Bouteille 334ml

サッポロ プレミアム アルコールフリー

334ml ボトル

¥880
¥770

＊価格は消費税を含む総額にて表示しております

シャンパン
Taittinger Brut Réserve

Bouteille

テタンジェ ブリュット・レゼルヴ

ボトル ¥9,900

白ワイン
2017 France, Loire, Muscadet de Sèvre et Maine cuvée Sélection des Cognettes

Domaine Cognettes

フランス ロワール ミュスカデ セーブル
エ メーヌ キュベ セレクション デ コニェット

￥5,500

2017 Vin de France, Sauvignon Blanc “Sélection Joël Robuchon“

Maison P. Jaboulet Aîné

フランス ヴァンドフランス ソーヴィニヨン・ブラン
セレクション ジョエル・ロブション

￥6,600

2015 France, Alsace Riesling Classic

Famille Hugel

フランス アルザス リースリング クラシック

￥7,700

2017 France, V.D.P des Collines Rhodaniennes, Les Contours de Deponcins Viognier

Domaine F. Villard

フランス ブイ ディ ピー デ コリーヌ ロダニエンヌ
レコントゥールド ドポンサン ヴィオニエ

￥8,800
Domaine Cordier

2017 France, Bourgogne, Pouilly Fuissé Vieilles vignes

￥9,900

フランス ブルゴーニュ
プイィ フイッセ ヴィエイユ ヴィーニュ

赤ワイン
2015 Chili, Casablanca Valley, Valley Sélection Pinot Noir

チリ カサブランカ ヴァレー
ヴァレー セレクション ピノ ノワール
2016 France, Côtes du Rhône, “Sélection Joël Robuchon”

フランス コート デュ ローヌ
セレクション ジョエル・ロブション
2015 France, Bordeaux, Sainte-Foy-Bordeaux, Réserve de la Famille

フランス ボルドー サント フォア ボルドー
レゼルヴ ド ファミーユ

Vina Valdivieso

￥5,500
Maison P. Jaboulet Aîné

￥6,600
Château Martet

￥8,800

＊価格は消費税を含む総額にて表示しております

