
・ ホタテ貝とズッキーニのマリネを添えたスモールミックスサラダ
・ 根室産 あぶらかれいの白ワイン蒸し　アスパラガスのフリット添え
・ ローストビーフ　山わさびのソースで
・ スモークパンチェッタとマッシュルーム・ポテトのアヒージョ
・ シェフのおすすめカップスープ
・ メゾンカイザーのパン ２種
・ パティシエおすすめのカップデザート
・ コーヒー または 紅茶

キング ランチ
King LunchKing Lunch

※表示料金は、サービス料・税金が含まれております。
The prices include service charge and consumption tax.

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。
Menu items may change according to ingredient availability.

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。
Please inform our staff if you have any food allergies.

※写真はイメージです。
Product Image for illustration purpose only.

LUNCH MENU
平 日 限 定 ラ ン チ

￥3 , 200

・ スモールミックスサラダ
・ 北海道産あかもくと焼き茸のブイヨンスープ
・ メゾンカイザーのパン ２種
・ パティシエおすすめのカップデザート
・ コーヒー または 紅茶

スープランチ
Soup LunchSoup Lunch ￥2,500

・ スモールミックスサラダ　生ハムとモッツァレラチーズ添え
・ 鰤（ブリ）の昆布バター焼き
・ 北海道産ポークの高温ロースト　白花豆のピュレ
・ スモークパンチェッタとマッシュルーム・ポテトのアヒージョ
・ シェフのおすすめカップスープ
・ メゾンカイザーのパン ２種
・ パティシエおすすめのカップデザート
・ コーヒー または 紅茶

クイーンランチ
Queen LunchQueen Lunch ￥2 , 800

出力



・ ホタテ貝とズッキーニのマリネを添えたスモールミックスサラダ
・ 根室産 あぶらかれいの白ワイン蒸し　アスパラガスのフリット添え
・ ローストビーフ　トリュフソース
・ スモークパンチェッタとマッシュルーム・ポテトのアヒージョ
・ シェフのおすすめカップスープ
・ メゾンカイザーのパン ２種
・ パティシエおすすめのカップデザート
・ コーヒー または 紅茶

ホリデー ランチ
Holiday LunchHoliday Lunch

※表示料金は、サービス料・税金が含まれております。
The prices include service charge and consumption tax.

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。
Menu items may change according to ingredient availability.

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。
Please inform our staff if you have any food allergies.

※写真はイメージです。
Product Image for illustration purpose only.

LUNCH MENU
土・日・祝 日  限 定 ラ ン チ

￥3 , 600

出力



ケーキセット
Cake SetCake Set

CAKE&DRINK

※表示料金は、サービス料・税金が含まれております。

The prices include service charge and consumption tax.
※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。

Please inform our staff if you have any food allergies.
※写真はイメージです。

Product Image for illustration purpose only.

￥２,３００

・お好きなケーキ　１種類

・アイス または シャーベット

・コーヒー または 紅茶
（３０種類よりお選びください）

￥２,８００
１種類 複数選択可



※数に限りがございますので、売り切れの際はご了承ください。 ※表示料金は、サービス料・税金が含まれております。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。 ※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。

※法令によりお車を運転される方、２０歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。  ※写真はイメージです。

※ご利用は２時間までとさせていただきます。

Berry Afternoon Tea

ベリー アフタヌーンティー

追加料金 ￥800

Special Menu

「 ベリーのサヴァランパフェ 」

オプション

プチガトー

フランボワーズとコンデンスミルクのシュークリーム・ブルーベリーとチーズケーキ ミルフィーユ添え

ベリーとクレームダンジュ・フランボワーズとショコラのムース・マカロンピスターシュ・クッキー２種

スコーン２種（抹茶とクリームチーズ・プレーン）、季節のフルーツ

海老とアスパラの香草マヨネーズ、チキンのフリット ジンジャー風味

スモークサーモンのベーグルサンド、しらすと生海苔のキッシュ 

季節のピクルス 生ハム添え

AFTERNOON TEA

コーヒー･紅茶付き￥５,３００

コーヒー･紅茶 ( 複数選択可 )＆
スパークリングワイン飲み放題付き￥６,８００

コーヒー･紅茶は複数選択が可能です￥５,８００

※コーヒー･紅茶は、右ページの２１種からお選びいただけます



COFFEE 

Café au Lait
カフェ オレ

Cappuccino
カプチーノ

De Cafe
デ カフェ

Café Latte
カフェ ラテ

［ HOT / ICED ］

Blended Coffee
ブレンド コーヒー

Orange Blossom
オレンジ ブロッサム

オレンジ・バニラ・ジャスミンを

ブレンドしたフレーバー

MIGHTY LEAF TEA

TEA［ HOT / ICED ］

英国式モーニングスタイルの

クラシックブレンドティー

Organic Breakfast
オーガニック ブレックファースト

太陽が昇る前に摘んだジャスミンの花のつぼみを

ブレンドしたプレミアムティー

Spring Jasmine
スプリング ジャスミン

カモミール・シトラスフルーツ・ローズヒップなどを

ブレンドしたハーブティー

Chamomile Citrus
カモミール シトラス

ゴールデンチップスと、ファーストフラッシュの

シルバーチップスによる、特別な味と香り

Darjeeling
ダージリン

レモンに似た清涼感のある香りと酸味

ノンカフェイン

Lemon Grass
レモングラス

ウバ茶とニルギリ茶をバランス良くブレンド

さわやかでさっぱりとした後味

Apple
アップル

ピーチとジンジャーを隠し味に入れた

絶妙なブレンド

Iced Organic Ginger Peach
アイス オーガニック ジンジャーピーチ

セイロンとキーマンの

アイスブレンドティー

Iced Blended Tea
アイス ブレンドティー

酸味の中にほのかな甘み

Rosehip
ローズヒップ

ゴールデンチップスを多く含んだ

アッサムベースのまろやかなキャラメルの香り

Caramel
キャラメル

ミルクとの相性が良く

ふくらみのある甘い香りとコク

Assam
アッサム

ミント・レッドグローブの花・タンポポ・

ごぼう・バジルなどをブレンド

Iced Organic Infusion
アイス オーガニック インフュージョン

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。 

ダージリンとアッサムのバランスの良いブレンドに

スッキリとした清涼感あるマスカットの味と香り

Muscat
マスカット

ダージリンティーにミントと

柑橘系のベルガモットの香り

SOMERHOUSE Blend Tea
ソマーハウス ブレンドティー

中国茶の高級キームン紅茶

さっぱりとしたベルガモットの香り

Earl Grey
アールグレイ



アラカルト メニュー / A la Carte Menu

※食材の入荷状況により、 メニューが変更になる場合がございます。
Menu items may change according to ingredient availability.

※表示料金は、サービス料・税金が含まれております。
The prices include service charge and consumption tax.

※食物アレルギーのある方は、 予めスタッフにお知らせください。
Please inform our staff if you have any food allergies.

※お米は特に表記のない限り国産米を使用しております。
Rice uses domestic rice.

～ LIGHT MEAL ～

ミックスピッツァ

Combination Pizza
\2,750

アメリカンクラブハウスサンドウィッチ

American Clubhouse Sandwich
\2,950

４種類のチーズのピッツァ “クワトロフォルマッジ”

Pizza Quattro Formaggio
\2,750

シーフードとトマトソースのスパゲッティー “ペスカトーレ”

Spaghetti Pescatore
\2,700

ミートソースのスパゲッティー “ボロネーゼ”

Spaghetti Bolognese
\2,700

ベーコンとパルメザンチーズのスパゲッティー “カルボナーラ”

Spaghetti Carbonara
\2,700

ビーフカレー　温野菜添え

Beef Curry
\2,900

～ DESSERT ～

\720～ケーキ各種

Cakes



アラカルト メニュー

À la Carte Menu

\1,700ミネストローネ

Minestrone Soup

\2,900大豆ミートソースのパスタ グリル野菜添え

Pasta with Soy Meat Sauce, Grilled Vegetables

\3,200ムングダルカレー

Moong Dal Curry

※お米は特に表記のない限り国産米を使用しております。

※表示料金は、 サービス料・税金が含まれております。

※食材の入荷状況により、 メニューが変更になる場合がございます。

※食物アレルギーのある方は、 予めスタッフにお知らせください。

※法令によりお車を運転される方、 ２０歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

Rice uses domestic rice.

The prices include service charge and consumption tax.

All menu items are subject to change according to seasonality and availability.

Please inform our staff if you have any food allergies.

By law, alcohol may not be served to drivers or persons under 20 years of age.

ベジタリアン＆ビーガンメニュー / Vegetarian & Vegan

\2,400ベジタブル サラダ

Vegetable Salad

どちらかお選びください　you can choose one

トマト＆麹ドレッシング
Tomato � Malt Dressing

豆乳ドレッシング
Soy milk Dressing



2023.5.1～6.30Seasonal Special

\1,300

Lavender Milk Tea

※表示料金は、サービス料・税金が含まれております。
The prices include service charge and  consumption tax.

※食物アレルギーのある方は､予めスタッフにお知らせください。
Please inform our staff if you have any food allergies.

ラベンダー  ミルクティー

ラベンダーの香りに癒される、涼やかなミルクティー。

写真はイメージです



Mighty Leafは 1996年に

自然・健康志向の高いアメリカ・サンフランシスコで生まれました

世界中の高品質な茶葉やハーブをブレンドした

自然の恵みが作り上げる

絶妙な味わいと華やかな香りを

世界中の皆様にお届けいたします

THE MAGIC OF MIGHTY LEAF

Mighty Leafのティーパウチは、
コットンの糸で職人が

ひとつずつハンドメイドで縫い合わせ、
技巧品のような美しい形をしています。
また、皆様の安心・安全と健康を考えて

ホチキスや接着剤を一切使わず、
一度お湯に浸したら、

自然に土に帰る生分解可能な素材です

Mighty Leafのホットティーは
専用のポットで
お持ちいたします



～ICED TEA～

Organic Ginger Peach Organic　Infusion
オーガニック ジンジャー ピーチ オーガニック インフュージョン

ピーチにジンジャーを隠し味に入れた ミント・レッドグローブの花・タンポポ・ごぼう
絶妙なブレンド バジルなどをブレンド
人気のフレーバーティー 爽快感溢れるオーガニックハーブティー

～HOT TEA～ 　マイティリーフ専用のポットでご提供いたします

Organic Darjeeling Estate Organic Breakfast
オーガニックダージリン エステート オーガニックブレックファースト

ダージリンファーストフラッシュの 英国式モーニングスタイルの
若々しく清々しい春摘み紅茶 クラッシックブレンドティー

Orange Blossom Vanilla Bean
オレンジ ブロッサム バニラ ビーン

オレンジ・バニラ・ジャスミンを バニラビーンズをブレンドした紅茶
ブレンドしたフレーバー ミルクティーにもどうぞ

Earl Grey Decaf White Orchard 
アールグレイ デカフェ ホワイト オーチャード

アールグレイの 白茶（パイチャ）にメロンとピーチを
ノンカフェインの紅茶 ブレンドした希少なホワイトティ

Organic Spring Jasmine Green Tea Tropical
オーガニック スプリング ジャスミン グリーンティー トロピカル

太陽が昇る前に摘んだ 緑茶にマンゴーなど
ジャスミンの花のつぼみを トロピカルフルーツをブレンドした
ブレンドしたプレミアムティー ほんのり甘いテイスト

Organic African Nectar Chamomile Citrus
オーガニック アフリカンネクター カモミール シトラス

ルイボスティーに カモミール・シトラスフルーツ
熱帯果実と花をブレンドした ローズヒップなどをブレンドした
魅惑のハーブティー ハーブティー

※表記料金は、サービス料・税金が含まれております。　　　　
The price include service charge and tax.　　　　

マイティリーフの紅茶は
アイスティー２種類
ホットティー１０種類からお選びいただけます

各￥1,350



    　　各\1,350     　　各\1,350
Darjeeling Tea Blended Coffee

ダージリン ティー ブレンド コーヒー

Assam Tea American Coffee
アッサム ティー アメリカン コーヒー

Earl Grey Tea Espresso
アールグレイ ティー エスプレッソ

English Breakfast Tea Caffeinless Coffee
イングリッシュブレックファースト ティー カフェインレス コーヒー

Orange Pekoe Tea Iced Coffee
オレンジペコー ティー アイスコーヒー

Apple Tea 上記のお飲み物はおかわりがご用意

アップル ティー

Caramel Tea
キャラメル ティー Café Latte

カフェ ラテ

Muscat Tea
マスカット ティー Iced Café Latte

アイス カフェ ラテ

Iced Tea
アイス ティー Café au Lait

カフェ オレ

Iced Café au Lait
    　　各\1,350 アイス カフェ オレ

Lemon Grass Tea
レモングラス ティー Cappuccino

カプチーノ

Mint Tea
ミント ティー Iced Cappuccino

アイス カプチーノ

Rosehip Tea
ローズヒップ ティー Cocoa

ココア

SOMERHOUSE Blend Tea
ソマーハウスブレンドティー Iced Cocoa

アイス ココア

　出来ますので、お申しつけ下さい。

※表記料金は、サービス料・税金が含まれております。
The price include service charge and tax.

ハーブティー

上記のお飲み物はおかわりがご用意

BLACK TEA COFFEE ＆ COCOA
紅茶 コーヒー ＆   ココア

　出来ますので、お申しつけ下さい。

HERBAL  TEA



Orange Juice ¥1,150    Ginger Ale ¥1,000
オレンジ ジュース ジンジャー エール

Grapefruit Juice ¥1,150    Coca Cola ¥1,000
グレープフルーツ ジュース    コカ コーラ

Pineapple Juice ¥1,000    Coca Cola Zero ¥1,000
パイナップル ジュース    コカ コーラ ゼロ

Apple Juice ¥1,000    Lemon Squash ¥1,250
アップル ジュース    レモン スカッシュ

Cranberry Drink ¥1,000    Cream Soda ¥1,550
クランベリー ドリンク    クリーム ソーダ

Tomato Juice ¥1,000    Cola Float ¥1,550
トマト ジュース    コーラ フロート

Peach Nector ¥1,000    Coffee Float ¥1,550
ピーチ ネクター    コーヒー　フロート

   Perrier ¥1,050
   ペリエ

SOFT DRINK
ソフト ドリンク

※表記料金は、サービス料・税金が含まれております。
The price include service charge and tax.



Draft Beer  (Asahi Super Dry) ¥1,250 Glass Champagne ¥2,500
ドラフトビール (アサヒ スーパードライ) シャンパン

Asahi Super Dry ¥1,250 White Wine ¥1,550
アサヒ スーパードライ 白ワイン 

Kirin Lager ¥1,250 Red Wine ¥1,550
キリン ラガー 赤ワイン

Suntory Premium Malt's ¥1,300 Bottle Champagne ¥12,700
サントリー プレミアム モルツ シャンパン

  Jacquart-Brut Mosaique Blanc
Sapporo Black Label ¥1,250    ジャカール・ブリュット・モザイク・ホワイト

サッポロ 黒ラベル

Sparkling Wine ¥8,900

Hoegaarden White ¥1,350 スパークリング ワイン
ヒューガルデン　ホワイト   Sileni Cellar Selection

Draft Guinness ¥1,350

ドラフト ギネス

Guinness Stout ¥1,350 White Wine ¥7,700

ギネス スタウト 白ワイン 

 McManis Family Vineyards Cardnnay

Non Alcohol Beer Taste Drink ¥1,250  マックマニス  ファミリー ヴィンヤーズ シャルドネ

ノンアルコール ビアー テイスト ドリンク

Red Wine ¥7,700

赤ワイン

 McManis Family Vineyards
                         Cabernat Sauvignon
 マックマニス  ファミリー ヴィンヤーズ

カベルネソーヴィニョン

　By law,alcohol may not be served to drivers or persons under 20 years of age.

上記の他にワインリストをご用意しております。

　※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

　※表記料金は、サービス料・税金が含まれております。
　The price include service charge and tax.

スパークリング　ブリュット　シャルドネ

BEER CHAMPAGNE　＆ WINE
ビール 　　　　　シャンパン ＆ ワイン

Sparkling Brut Chardonnay

シレーニ　セラー　セレクション



　Bellini ¥2,600 Chivas Regal 12Yrs ¥1,550
ベリーニ シーバスリーガル 12年

　Kir Royal ¥2,600 Old Parr 12Yrs ¥1,650

キール ロワイヤル オールド パー 12年

　Mimosa ¥2,300 Ballantin's 17Yrs ¥1,900

ミモザ バランタイン 17年

　Screw Driver ¥1,350

スクリュードライバー

  Spritzer ¥1,450 The Macallan 12Yrs ¥2,100

スプリッツァー ザ マッカラン 12年

　Kitty ¥1,450 The Glenlivet 12Yrs ¥1,650

キティー ザ・グレンリヴェット 12年

　Gin Tonic ¥1,350

ジン トニック

　Moscow Mule ¥1,350

モスコ ミュール

　Salty Dog ¥1,350 Jack Daniel`s Black ¥1,550
ソルティー ドック ジャックダニエル　ブラック

　Tequila Sunrise ¥1,350 Canadian Club Classic 12Yrs ¥1,450

テキーラ サンライズ 　　　　カナディアン クラブ クラシック 12年

　Campari Soda ¥1,350

カンパリ ソーダ

　Cassis Orange ¥1,330 Suntory Yamazaki NV ¥1,750

カシス オレンジ サントリー 山崎 NV

　Fuzzy Navel ¥1,330 Suntory Hakusyu NV ¥1,750
ファジー ネーブル サントリー 白洲 NV

　China Blue ¥1,650 Hibiki Blender's Choice ¥2,500

チャイナ ブルー 響 ブレンダーズ チョイス

　Spumoni ¥1,350

スプモーニ

　Red Eyes ¥1,350 Hennessy X.O. ¥3,350

レッドアイ ヘネシー X.O.

　　By law,alcohol may not be served to drivers or persons under 20 years of age.

BRANDY

　　※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

　　※表記料金は、サービス料・税金が含まれております。

　　The price include service charge and tax.

SINGLE MALT WHISKY

BOURBON & CANADIAN WHISKY

JAPANESE WHISKY

COCKTAIL WHISKY & BRANDY
カクテル ウィスキー ＆ ブランデー

BLENDED SCOTCH WHISKY
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