The Ritz-Carlton
Signature Afternoon Tea
ザ・リッツ・カールトン シグネチャーアフタヌーンティー
11a.m. － 7p.m.

La Prairie
ラ・プレリー
Champagne
シャンパン
Perrier-Jouët Belle Epoque 2012 (One Glass)
ペリエ ジュエ ベル エポック 2012 (グラス)
Savory
セイヴォリー
Beetroot Tart, Langoustine, Truffle
ビーツタルト ラングスティーヌ トリュフ
Corn Cream, Smoked Salmon, Caviar, Sprouts
コーンクリーム スモークサーモン キャビア スプラウト
Foie Gras Mousse, Fig
フォアグラムース 無花果
Cream Cheese, Nuts, Dried Fruit Toast
クリームチーズとナッツ ドライフルーツトースト
Sweet
スウィーツ
Mascarpone, Muscat, Verrine
マスカルポーネとマスカット ヴェリーヌ
Baba, Pear Cream
ババ 洋梨クリーム
Lime and Calamansi Citrus Tart
ライムとカラマンシ シトラスのタルト
The Ritz-Carlton, Osaka Original Blended Tea Ganaché
ザ・リッツ・カールトン大阪オリジナルブレンドティー ガナッシュ
Flower Jelly
フラワーゼリー
Plain Scone, Raisin Scone
プレーンスコーン、レーズンスコーン
Clotted Cream, Jam
クロテッドクリーム、ジャム
Coffee or Tea
コーヒー又は紅茶
Special Gift
スペシャルギフト
Assorted Macaroon (3 pieces)
マカロン 3 個
7,800
wme

w = 小麦/wheat p = 落花生/peanuts m = 乳/milk e = 卵/eggs b = そば/buckwheat c = かに/crab s = えび/shrimp
Kindly let us know if you have any food allergies or dietary requirements.
食材などにアレルギーのあるお客様は、サービススタッフにお申し出ください。
Kindly ask our Ladies & Gentlemen should you wish to know more details about the source of our ingredients.
また、食材の産地については、サービススタッフにお尋ねください。
All Prices are in Japanese Yen and subject to consumption tax and 15% service charge.
表記料金は日本円で、別途消費税・サービス料 15％を加算させていただきます。
Japanese rice. / 国産米を使用
＊Menu items or products may change based on the availability of ingredients.
＊入荷の都合により、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。
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Afternoon Tea
アフタヌーンティー
11 a.m. － 7 p.m.

La Prairie
ラ・プレリー

Savory
セイヴォリー
Beetroot Tart, Langoustine, Truffle
ビーツタルト ラングスティーヌ トリュフ
Corn Cream, Smoked Salmon, Caviar, Sprouts
コーンクリーム スモークサーモン キャビア スプラウト
Foie Gras Mousse, Fig
フォアグラムース 無花果
Cream Cheese, Nuts, Dried Fruit Toast
クリームチーズとナッツ ドライフルーツトースト
Sweet
スウィーツ
Mascarpone, Muscat, Verrine
マスカルポーネとマスカット ヴェリーヌ
Baba, Pear Cream
ババ 洋梨クリーム
Lime and Calamansi Citrus Tart
ライムとカラマンシ シトラスのタルト
The Ritz-Carlton, Osaka Original Blended Tea Ganaché
ザ・リッツ・カールトン大阪オリジナルブレンドティー ガナッシュ
Flower Jelly
フラワーゼリー
Plain Scone, Raisin Scone
プレーンスコーン、レーズンスコーン
Clotted Cream, Jam
クロテッドクリーム、ジャム
Coffee or Tea
コーヒー又は紅茶

5,200
wme

w = 小麦/wheat p = 落花生/peanuts m = 乳/milk e = 卵/eggs b = そば/buckwheat c = かに/crab s = えび/shrimp
Kindly let us know if you have any food allergies or dietary requirements.
食材などにアレルギーのあるお客様は、サービススタッフにお申し出ください。
Kindly ask our Ladies & Gentlemen should you wish to know more details about the source of our ingredients.
また、食材の産地については、サービススタッフにお尋ねください。
All Prices are in Japanese Yen and subject to consumption tax and 15% service charge.
表記料金は日本円で、別途消費税・サービス料 15％を加算させていただきます。
Japanese rice. / 国産米を使用
＊Menu items or products may change based on the availability of ingredients.
＊入荷の都合により、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。
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