
3.1 SUN - 4.23 THU

平日 Weekdays   ¥ 3,731 ／ 土日祝 Weekends & Holidays   ¥ 4,222

ファーストディッシュ ・玉葱のポタージュ
FIRST DISH

アミューズブッシュ ・筍のキッシュ　・菜の花とベーコンエッグのトルティーヤロール　・春野菜とスモークサーモンのシーザーサラダ

AMUSE BOUCHE

スコーン ・桜スコーン　・抹茶スコーン（苔玉風バター、柚子コンフィチュール）

SCONE

プティガトー ・桜のジュレ　・抹茶のムラングシャンティー　・苺の最中　 ・フロマージュブラン　 ・ストロベリーシュー

PETIT GATEAU

厳選紅茶
ハーブティーセレクション

アフタヌーンティーにおすすめの緑茶、ほうじ茶もご用意しております。また、コーヒー、紅茶もお選びいただけます。

+¥500 にて限定茶葉 紅茶（3 種類）もお選びいただけます。

SELECTION OF TEA

食材の仕入れ状況によって、メニューが変更となる場合がございます。スタッフからご説明させていただきますので、予めご了承ください。

- All menu prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 
- Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or
  religious interest that you or any of your party may have 
- The sample image used is for reference purposes only does not represent the actual product.

● 表示は正価料金です。別途税金及びサービス料 13％を加算させていただきます。
● お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは
  宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料について
  のご質問はスタッフへお尋ねください。
● 写真は全てイメージです。

O-HANAMI AFTERNOON TEA  
O-HANAMI アフタヌーンティー



SELECTION OF SAKURA FLAVORED TEA 
春限定 桜紅茶セレクション

 3.1 SUN - 4.23 THU

サクラ
SAKURA
桜餅を想わせる桜の葉の甘くさわやかな香りが、
春の訪れを告げてくれる紅茶です。
やさしい塩味が特徴で、和菓子にも洋菓子にも合う、
さっぱりした味わいです。

スリジエ
CERISIER
フランス語で「桜の木」を意味する “CERISIER（スリジエ）”。
デカフェ紅茶に桜の花びらのような
華やかなフルーツの香りをつけました。
春らしく甘い風味をどうぞお楽しみください。

サクラ・ルイボス
SAKURA ROOIBOS
ルイボスに、ラズベリーやチェリー、ピーチの香りを
フワリとまとわせ、アクセントに桜の葉をブレンドいたしました。
麗らかな春に咲く桜を思わせる、華やかで優しい風味。
ミルクティーもお勧めです。

¥ 1,250

¥ 1,250

¥ 1,250

食材の仕入れ状況によって、メニューが変更となる場合がございます。スタッフからご説明させていただきますので、予めご了承ください。

- All menu prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 
- Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or
  religious interest that you or any of your party may have 
- The sample image used is for reference purposes only does not represent the actual product.

● 表示は正価料金です。別途税金及びサービス料 13％を加算させていただきます。
● お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは
  宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料について
  のご質問はスタッフへお尋ねください。
● 写真は全てイメージです。



DESSERT
デザート

ルビーチョコレートパフェ
～TSUMETAIRUBY（ツメタイルビー）～
RUBY CHOCOLATE PARFAIT
¥ 2,000　3.1 SUN - 5.31 SUN

2019 年に開 催され た「ルビー チョコレートのイノベーション」を

テーマにしたコンテストで、エグゼクティブ シェフ パティシエ德 永

純司が 総合 優 勝 を果 たしたパフェがニューヨークラウンジに登 場。

ルビーチョコレートのシェイクを最後に目の前でかけて完成します。

ケーキセット
CAKE & DRINK SET
平日 Weekdays  ¥ 1,640 ／ 土日祝 Weekends & Holidays  ¥ 1,890

N.Y. ラウンジブティックのケーキのサンプルの中から、

お好きなケーキと下記よりお飲み物をお選びください。

コーヒー／紅茶／アイスコーヒー／アイスティー
（上記以外のドリンクは +¥300 でご注文いただけます。）

Please choose a piece of cake from today's cakes and which one from below.
Coffee/Tea/Iced Coffee/Iced Tea
(Please inquire with server about other drinks.)

季節の完熟フルーツ盛り合わせ
ASSORTED SEASONAL FRUITS PLATTER
ビタミンやミネラルを豊富に含む厳選されたフルーツを盛り合わせました。

アトリエ・デセール・パティシエ特製デザート
TODAY’S DESSERT
パティシエ特製のできたてデザートをお届けいたします。内容はスタッフにお尋ねください。

アイスクリームとシャーベットの盛り合わせ
ASSORTED ICE CREAM AND SHERBET
アイスクリームと、さっぱりとしたシャーベットを盛り合わせました。

プティ・ガトー ワゴンサービス
PETIT GÂTEAU WAGON
お食事後の口直しにパティシエ厳選のプティ・ガトーをワゴンサービスいたします。

¥ 2,285

¥ 1,524

¥ 1,142

¥ 1,000

デザート ＆ フルーツ　DESSERT & FRUITS

食材の仕入れ状況によって、メニューが変更となる場合がございます。スタッフからご説明させていただきますので、予めご了承ください。

- All menu prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 
- Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or
  religious interest that you or any of your party may have 
- The sample image used is for reference purposes only does not represent the actual product.

● 表示は正価料金です。別途税金及びサービス料 13％を加算させていただきます。
● お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは
  宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料について
  のご質問はスタッフへお尋ねください。
● 写真は全てイメージです。



PANCAKE
パンケーキ

● 玉葱のポタージュ
● 筍のキッシュ

● 菜の花とベーコンエッグのトルティーヤロール
● 春野菜とスモークサーモンのシーザーサラダ

 ※お飲み物を右記よりお選びください。コーヒー／紅茶／アイスコーヒー／アイスティー （左記以外のドリンクは +¥300 でご注文いただけます。）

  * Please choose which one from listed below.  Coffee/Tea/Iced Coffee/Iced Tea  (Please inquire with server about other drinks.)

3.1 SUN - 5.31 SUN

パンケーキ ＆ アミューズセット PANCAKE & AMUSE SET ¥ 3,800

和み（なごみ）パンケーキ NAGOMI PANCAKE ¥ 1,600

パンケーキは 甘酒の 発 酵 力で 生地を膨らませ、抹 茶 のチョコレートソースやほうじ茶 の生クリーム、
柚 子シャーベットを添えるなど 和の素 材にこだわりました。

パンケーキセット PANCAKE & DRINK SET 平日 Weekdays   ¥ 2,000
土日祝 Weekends & Holidays   ¥ 2,300

食材の仕入れ状況によって、メニューが変更となる場合がございます。スタッフからご説明させていただきますので、予めご了承ください。

- All menu prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 
- Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or
  religious interest that you or any of your party may have 
- The sample image used is for reference purposes only does not represent the actual product.

● 表示は正価料金です。別途税金及びサービス料 13％を加算させていただきます。
● お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは
  宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料について
  のご質問はスタッフへお尋ねください。
● 写真は全てイメージです。



SPECIALTY
スペシャリティ

ラクレット チーズ パンケーキ RACLETTE CHEESE PANCAKE

ラクレット チーズ パンケーキ
RACLETTE CHEESE PANCAKE

ラクレット チーズ パンケーキ −カフェセット− 
コーヒー または 紅茶付
RACLETTE CHEESE PANCAKE with Coffee or Loose Leaf  Tea 

ラクレット チーズ パンケーキ −グラスセット−
シャンパン or 赤 白 ワイン 1杯付
RACLETTE CHEESE PANCAKE with A grass of Chanpagne, Red or White Wine

食材の仕入れ状況によって、メニューが変更となる場合がございます。スタッフからご説明させていただきますので、予めご了承くださいませ。

- All menu prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 
- Signage with the following wording is recommended "Please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party 
may have" - All photos are images.

● 表示は正価料金です。別途税金及びサービス料13％を加算させていただきます。
● お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、ある
いは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料に
ついてのご質問はスタッフへお尋ねください。 ● 写真は全てイメージです。

パンケーキの上に季節野菜をたっぷりと盛り付けて、トロトロでコクのあるラクレットチーズを使ったソースで絶妙な味わいに仕上げました。
生地には豆腐とおからを使い、ふわふわとした食感で更にトリュフを入れて風味を出しています。

シャンパンやワインとの相性が抜群なお食事感覚で楽しめるワンランク上のパンケーキです。

平日 ¥ 3,333 ／土日祝 ¥ 3,833

平日 ¥ 3,533 ／土日祝 ¥ 4,333

平日 ¥ 4,033 ／土日祝 ¥ 4,833

11 : 00 - 21 : 00 



NEW YORK LOUNGE
Hambuger,Sandwich & A la carte
ニューヨークラウンジお勧めのハンバーガー、サンドウィッチ＆アラカルト

食材の仕入れ状況によって、メニューが変更となる場合がございます。スタッフからご説明させていただきますので、予めご了承下さいませ。
●表示は正価料金です。別途税金及びサービス料13％を加算させていただきます。 ●お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストラン
で提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。 ●写真は全てイメージです。
-All menu prices are subject to consumption tax and 13% service charge. -"Please inform your server of  any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of  
your party may have" -All photos are images.

ミックスサンドイッチ
Mix sandwich

￥4,000

B.L.T. チーズバーガー
サルサソースを添えて

B.L.T. Cheese hamburger  with salsa sauce ￥2,800

アメリカン クラブハウス サンドイッチ
American Clubhouse Sandwich

￥2,800

ロッシーニ スタイル バーガー
トリュフソースを添えて

Rossini style hamburger with truf f le sauce ￥5,000

￥3,500

￥2,400

ミックススナック コンボ
Mix Snack Combo

シェフ特製オードブルバリエ
Chef ’s special assorted appetizers for two



食材の仕入れ状況によって、メニューが変更となる場合がございます。スタッフからご説明させていただきますので、予めご了承下さいませ。
●表示は正価料金です。別途税金及びサービス料13％を加算させていただきます。 ●お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストラン
で提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。 ●写真は全てイメージです。
-All menu prices are subject to consumption tax and 13% service charge. -"Please inform your server of  any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of  
your party may have" -All photos are images.

ニューヨークラウンジ おすすめメニュー
NEW YORK LOUNGE SPECIALITIES

￥6,500

国産牛 特製焼肉御膳
Japanese Beef  Dinner Set

￥4,800

うな重 味噌汁 お新香付き
Grilled eel on rice

￥3,000

信玄鶏御膳
Pan-fried chicken “Shingendori” dinner set  

￥3,000

ポンズとわさびがおすすめ ロースかつ御膳
Pork cutlet dinner set

￥3,000

獺祭の酒粕で漬けた鰆の西京焼き
Dassai sakekasu soaked spanish mackerel 
grilled with white miso paste

All set menu includes
coffee or tea.

 すべてのメニューに、
コーヒー又は紅茶が
含まれております。



 
 

 

Snack                                                                                  

                                                                   

Appetizers & Salads                                                               

                                             

                                 

Soups  

Pasta                                                                                   

 

Main Dished                                                           

  

                               

     

À la Carte 



 
 
Bowls & Curries  

À la Carte for Vegetarian                                         

À la Carte for Vegan                                                  

À la Carte for Kid’s                                                             




