
ケーキセット ¥1,430
コーヒーまたは紅茶付き Accompagné d’un café ou de thé

価格は消費税を含む総額にて表示しております

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

モワルーショコラ
アメール

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

モンブラン

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

シューアラクレーム

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

Cœur rouge

Moelleux au chocolat

Amer et grué de cacao

Mont - BlancChou à la crème

*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

春のモンブラン

あまおう苺まるごと1個を
苺のムース、ライチのババロア、

ピスタチオ生地と
合わせています
【限定6食】

*アルコールを含む

トゥールビヨン

甘味と酸味のバランスが絶妙な
苺とフロマージュブランの

ムースです

Mont blanc aux fraises

Tourbillon

ブランブラン

ホワイトチョコのムースに
赤いフルーツのジュレが

入っています

Chocolat blanc



＊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 Melon confit aux agrumes servie sur un flan de coco

メロンのソルベとココナッツのブランマンジェ
メロンの果肉を贅沢に使ったソルベと爽やかな味わいのメロンのコンポートに
濃厚なブランマンジェをあわせています

特定原材料：卵 乳

¥1,650

Galette au thé vert et perles craquantes au chocolat, banane caramélisée

抹茶とバナナのガレット
抹茶のクリームと抹茶のアイスにキャラメリゼしたバナナをあわせたデザートガレットです
さくさくとしたパールクラッカンの食感をアクセントにお楽しみください

特定原材料：小麦 卵 乳 そば

¥2,200



＊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

セットドリンク

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

Café 〔 chaud ou glacé 〕 / Café express /Café ”Américain” / Thé Earl Grey 〔 chaud ou glacé 〕 / Thé Ceylan / Thé Darjeeling

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

Le Mille-feuille croustillant de cheveux d’anges 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~
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

¥1,650

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

Assortiment de glaces

本日のアイス盛り合わせ
内容はスタッフにお尋ねください

¥1,650 ¥1,540



Café 〔 chaud ou glacé 〕

＊ブレンドコーヒー 〔 ホット・アイス〕

Café express

＊エスプレッソ

Café ”Américain”

＊カフェ・アメリカン

Cappuccino

カプチーノ 特定原材料：乳

Café au lait 〔 chaud ou glacé 〕

カフェオレ 〔 ホット・アイス〕
特定原材料：乳

＊価格は消費税を含む総額にて表示しております

コーヒー / 紅茶

ニナス マリー・アントワネット ティー

+￥110

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

Thé Ceylan

＊セイロンティー

Thé Earl Grey 〔 chaud ou glacé 〕

＊アールグレイティー 〔 ホット・アイス〕

Thé Darjeeling

＊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〕
特定原材料：乳

Cacao 〔 chaud ou glacé 〕

＊ココア 〔 ホット・アイス〕
特定原材料：乳

フレーバーティー・ハーブティー
Thé du Printemps

＊春花紅茶 桜やあんずの香りが漂う春にぴったりの紅茶です

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

Camomille, Citronnelle, Menthe

＊カモミールブレンド ＜カモミール・レモングラス・ミント＞

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

＊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＞

Marie-Antoinette

＊マリーアントワネット
［セイロンティー・林檎・バラ］

Eve

＊イヴ
［セイロンティー・バニラ・林檎］

Thé des Anges

＊テデアンジュ
［セイロンティー・ストロベリー・甘いスパイス］

Rooibos quatre fruits rouges ［ノンカフェイン］

＊フォーレッドルイボス
［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］

+￥220

+￥220

+￥220

+￥220

+￥110
+￥165

+￥165

+￥165

+￥165

+￥165

+￥165

＊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


