
Food

Risotto

出汁リゾット
dashi risotto
新潟産リゾット米、コシヒカリ、昆布出汁、鰹節クリーム、半熟卵、チーズせんべい

900

Dessert Set ※お飲み物はお好きなものをドリンクメニューからお選びください

シフォンケーキ
chiffon cake

ジャスミン
jasmine
ジャスミンの香り、桃のリキュール、華やかな味わいです

1400

プレーン
plain
バニラの風味、しっとりとした歯ごたえです

1300

ラムレーズン
rum raisin
ラムレーズンとほうじ茶を加え、上品に仕上げました

1400

1500レモンとチーズのミルフィーユ
lemon and cheese millefeuille
発酵パイ生地、レモン、クリームチーズ、グラナパダーノ、メレンゲ、アーモンド、タイム、カルダモン

1500クナーファ
konafa
4種チーズ、クッキー、カダイフ、バニラ蜂蜜、ピスタチオアイス

Galette

サーモンのガレット
salmon galette
北海道産そば粉、イタリア産そば粉、卵、チーズ、ヨーグルト、信州サーモンマリネ、りんごとくるみのサラダ

1300

生ハムのガレット
uncured ham galette
北海道産そば粉、イタリア産そば粉、卵、チーズ、ヨーグルト、プロシュート、りんごとくるみのサラダ

1200

Open Sandwich

1400いちじくのシナモンオープンサンド
fig cinnamon open sandwich
いちじく、アーモンド、はちみつ、ざくろ、発酵バター、カソナード、シナモン

チーズホットサンド
cheese open sandwich
6種チーズ、バター、マスタード、黒胡椒、マカダミアナッツ、スプラウト

1200

和牛タルタルのオープンサンド
steak tartar open sandwich
和牛、マヨネーズ、エシャロット、りんご、卵黄、エストラゴン、ラディッシュ、ディル、グラナパダーノ

1800

ムール貝のオープンサンド
mussels open sandwich
ムール貝、ホタテ、飛魚卵、メークイン、トマト、エストラゴン、バジル、パプリカ、レモン、ヨーグルト、菊、レッドソレル

1500

1500ぶどうのジュレ
grape jelly
2種類のぶどうとクレームダンジュを白ワインのジュレに沈め、「ゼリーに沈んだお菓子」
というテーマで、ザオ・ウーキー 《水に沈んだ都市》を表現しました

… vegetarian



Drink

Coffee

ブレンドコーヒー　
blended coffee

・マイルド
  mild
  なめらかなコクと甘さ、酸味を活かした味わい

650

・ストロング
  strong
  炭焼き特有の苦味としっかりと余韻が残る味わい

650

アイスコーヒー
iced coffee

650

ふじリンゴジュース
fuji apple juice
100年以上続く青森の農家さんが大切に育てた完熟りんごまるごとジュースです

700

きよみオレンジしぼり
kiyomi orange juice
果肉を贅沢に絞り、果汁100％のすっきりとした味わいに仕上げました

700

エルダーフラワースパークリング
orgnic elder flower sparkling
エルダーフラワーの甘く爽やかな風味とローズマリーのフレッシュな香りが広がります

700

ジンジャーエール
ginger ale
生の生姜と香辛料を煮出してつくられた風味豊かで濃厚な味わいです

700

Soft Drink

カフェラテ （hot・ice）
cafe latte

750

Latte

抹茶ラテ （hot・ice）
matcha latte

750

バタフライピーティー
butterfly pea tea
エレイン・デ・クーニング《無題（闘牛）》をイメージしたオレンジ風味のハーブティーです

800

宇治田原のほうじ茶ラテ （hot・ice）
ujitawara houjicha latte

750



Water

ペリエ  (sparkling 330ml / 750ml)
perrier

650 / 1100

Tea

ダージリン
organic darjeeling
手摘みされた有機茶葉。ストレートでも繊細な香りをお楽しみいただけます

650

アッサムゴールド
assam gold
深いコクと甘みのあるまろやかさが特徴。ミルクと合わせてより引き立ちます

650

アールグレイ （hot・ice）
organic earl grey
ベルガモットの華やかな香り。ストレートとミルク、どちらともお楽しみいただけます

650

ジャスミンパール
organic jasmine pearl
香り高いジャスミンティー。伝統的な製法でパールのように丸められています

650

ルイボス
rooibos
ノンカフェインの甘く爽やかなラズベリーの香るルイボスティーです

650

鉄観音茶
tieguanyin tea
さわやかな黄金色が特徴の烏龍茶。栗のような自然な甘みのあるすっきりとした味わいです

650

Herbal Tea

マダム・ユペール
madam huppert
自由で豊かな大人の女性をイメージした、シナモンが香るレモングラス主体のブレンドです

650

柔らかな月
lune tendre
カモミールやリンデンフラワーの優しい花々とハニーブッシュのブレンドがリラックスへと導きます

650

ジャポニスムフロラル
japonisme floral
茎ほうじの甘さと香ばしさにローズの香りが漂う、ほっとする味わいのブレンドです

650

ルビーの果実
fruit rouge
ハイビスカス、ローズヒップや苺などをブレンド。アントシアニンやビタミンを含み、お肌の疲れを癒します

650



Alcohol

Wine

Sparkling

Rose Sparkling

White

Red

ニュージーランド / ピノ・ノワール
new zealand / pinot noir
リッチな果実味とスパイス類の香りが特徴的なピノ・ノワールです

1100 / 5700

アルゼンチン / カベルネ・ソーヴィニョン
argentina / cabernet sauvignon
タンニンは滑らかで酸も心地良く、バランスのとれた品のある味わいです 

950 / 4600

Craft Beer

ポーター / 黒ビール
porter
コーヒーやチョコレートを思わせるような香ばしさのある黒ビールです

1100

フランス / シャルドネ シュナン ピノ・ノワール
france / chardonnay chenin pinot noir
花やフルーツのアロマにいきいきとした果実味があり魚介を使った料理と相性抜群です

1000 / 5100

ニュージーランド / シャルドネ
new zealand / chardonnay
フルーツの果実感と、澄んだ綺麗な酸味のバランスが心地良いです

1100 / 5700

フランス / ピクプール
france / picpoul
フレッシュな酸味が果実味と調和したバランスの良い味わいです

900 / 4300

1100ベイエール / ライスエール
bay ale
米由来の芳醇な風味で馴染みのある軽やかな飲み口です

フランス / シャルドネ シュナン ピノ・ノワール
france / chardonnay chenin pinot noir
繊細な泡が美しく、アペリティフに最適なフレッシュな味わいです

1000 / 5100

Rose

モルドバ共和国 / メルロー
republic of moldova / merlot
ラズベリー、イチゴ、チェリーのフレッシュでフルーティーな味わいです

800 / 4500


