ゴールデンファン アフタヌーンティー
エキゾチック

サンドイッチと各種セイボリー

エキゾチックビーフタルタル
サーモンのタラモ ベリーのフィナンシェ
いかとマンゴー コーンのポレンタ
蟹とアボカドのヴェリーヌ バナナチップス
クレオール風ライスサラダ
海老とねぎのフォンデュ サフラン風味

スコーン

レモンのスコーン ピスタチオとココナッツのフィナンシェ

ゴールデンファン アフタヌーンティー
エキゾチック

グァバジャム パッションフルーツとマンゴーのジャム
土日祝日メニュー（ 月

プティフール

バニラとキウイのタルト
チョコレートプラリネのココナッツ
エキゾチックフルーツのサヴァラン
赤のヴァリエーション ラズベリーとライチ チョコレート
ココナッツライムパウンドケーキのカーヴィングサービス
マンゴームースとジンジャークリーム メレンゲ

上記は日本円での表示価格に消費税を含んだ料金で、
別途
のサービス料を申し受けます。

日～ 月

日）

ゴールデンファン アフタヌーンティー
エキゾチック

サンドイッチと各種セイボリー

エキゾチックビーフタルタル
サーモンのタラモ ベリーのフィナンシェ
いかとマンゴー コーンのポレンタ
蟹とアボカドのヴェリーヌ バナナチップス
クレオール風ライスサラダ
海老とねぎのフォンデュ サフラン風味

スコーン

レモンのスコーン ピスタチオとココナッツのフィナンシェ

ゴールデンファン アフタヌーンティー
エキゾチック

グァバジャム パッションフルーツとマンゴーのジャム
土日祝日メニュー（ 月

プティフール

バニラとキウイのタルト
チョコレートプラリネのココナッツ
エキゾチックフルーツのサヴァラン
赤のヴァリエーション ラズベリーとライチ チョコレート
ココナッツライムパウンドケーキのカーヴィングサービス
マンゴームースとジンジャークリーム メレンゲ

上記は日本円での表示価格に消費税を含んだ料金で、
別途
のサービス料を申し受けます。

日～ 月

日）

Mandarin Bar

Mandarin Bar

エキゾチックアフタヌーンティー

エキゾチックアフタヌーンティー

モクテルセレクション

モクテルセレクション

Exotic Afternoon Tea

Exotic Beauty
エキゾチックビューティ

Exotic Afternoon Tea

Exotic Beauty
エキゾチックビューティ

Pomegranate Juice

Pomegranate Juice

Lychee Juice, Mango Juice

Lychee Juice, Mango Juice

Fresh Lime Juice

Fresh Lime Juice

House-made Mint Syrup

House-made Mint Syrup

Soda, Fresh Mint

Soda, Fresh Mint

ざくろジュース / ライチジュース

ざくろジュース / ライチジュース

マンゴージュース / フレッシュライムジュース

マンゴージュース / フレッシュライムジュース

自家製ミントシロップ / ソーダ / ミント

自家製ミントシロップ / ソーダ / ミント

Ethnic Breeze
エスニックブリーズ

Ethnic Breeze
エスニックブリーズ

Passion Fruit Syrup

Passion Fruit Syrup

Lemonglass Syrup

Lemonglass Syrup

Grapefruit Juice

Grapefruit Juice

Fever-Tree Ginger Beer

Fever-Tree Ginger Beer

パッションフルーツシロップ

パッションフルーツシロップ

レモングラスシロップ

レモングラスシロップ

グレープフルーツジュース

グレープフルーツジュース

フィーバーツリー ジンジャービア

フィーバーツリー ジンジャービア

Nadeshiko
撫子

Nadeshiko
撫子

Matcha, Pineapple Juice

Matcha, Pineapple Juice

House-made Matcha Syrup

House-made Matcha Syrup

Fresh Lime Juice, Fresh Basil

Fresh Lime Juice, Fresh Basil

Fever-Tree Tonic Water

Fever-Tree Tonic Water

抹茶 / パイナップルジュース

抹茶 / パイナップルジュース

自家製抹茶シロップ

自家製抹茶シロップ

フレッシュライムジュース / バジル

フレッシュライムジュース / バジル

フィーバーツリー トニック

フィーバーツリー トニック

Royal Espresso
ロイヤルエスプレッソ

Royal Espresso
ロイヤルエスプレッソ

Iced Royal Milk Tea, Espresso

Iced Royal Milk Tea, Espresso

Caramel Syrup, Fresh Cream

Caramel Syrup, Fresh Cream

アイスロイヤルミルクティー

アイスロイヤルミルクティー

エスプレッソ / キャラメルシロップ

エスプレッソ / キャラメルシロップ

フレッシュクリーム

フレッシュクリーム

Flower Garden
フラワーガーデン

Flower Garden
フラワーガーデン

Iced Fruit Garden Tea

Iced Fruit Garden Tea

Osmanthus Syrup, Soda

Osmanthus Syrup, Soda

アイスフルーツガーデンティー

アイスフルーツガーデンティー

キンモクセイシロップ / ソーダ

キンモクセイシロップ / ソーダ

エキゾチックモクテル（ノンアルコールカクテル）

ハーブティー＆フルーツティー ノンカフェイン
ペパーミント

マンダリンバーでお愉しみいただくアフタヌーンティーには
バーテンダーが一つ一つお作りするモクテルが含まれております。
季節ごとのアフタヌーンティーに合わせた、
期間限定のモクテルをご堪能ください。

爽快感のある力強いミントの香りと独特の甘み

レモングラス

ジンジャー

ティーセレクション
マンダリン オリエンタル ブレンド

福建省産の烏龍茶に柑橘の香りを加えた
シグネチャーブレンドティー

生姜とレモングラスの香りに癒される
オリエンタルなブレンドティー

カモミール
リンゴの思わせる香りのジャーマンカモミール

シーズナルティー

ティーソムリエが選んだ、季節のお茶を
ご用意しております。スタッフにお尋ねください。

イングリッシュ ブレックファスト

ハッピーデー

りんご、レモングラス、ローズヒップ、レモンピールに
レモンとハチミツを加えたブレンドティー

フルーツガーデン

イングリッシュ ブレックファスト
濃厚なコクがあり、まろやかな味わい
ローズヒップ、ハイビスカスにイチゴの甘酸っぱい香り

ダージリンティー
マスカットのようなフルーティーさとフルボディーのコク

アイスティ

ホワイトサングリア

マンダリン オリエンタル ブレンド

アールグレイ
柑橘やリンゴ 白ワインを思わせる爽やかな紅茶
フルーツガーデン

ラベンダー
ロイヤルミルクティー
やさしい香りとほんのりとした甘み
柚子緑茶

オランジュ ショコラ

コーヒー
オレンジの酸味とショコラカルダモンの清涼感
マンダリン オリエンタル ブレンドコーヒー

アールグレイ
カフェインレスコーヒー
快活で華やかな香り
カフェラッテ

ロイヤルミルクティー
エスプレッソ
濃厚なコクがあり、渋みが少ないアッサムティーを使用

