Weekday Menu (April 28 - June 30)
平日メニュー（4 月 28 日～6 月 30 日）

LEGENDARY AFTERNOON TEA “EXOTIC”
レジェンダリー アフタヌーンティー “エキゾチック”
Served with your choice of Freshly Infused Tea or Original Blend Coffee
お好きな紅茶、コーヒーをメニューからお選びください。

6,050
Paired with a glass of Champagne NV

SAVORY ASSORTMENT
各種セイボリー
Exotic Beef Tartare Served on Toast
Salmon Tarama
Corn Polenta with Squid and Mango
Crab and Avocado Verrine with Banana Chips
Creole Rice Salad
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

SCONE
スコーン
Lemon Scone and Pistachio-Coconut Financier
Guava Jam, Passion Fruit and Mango Jam
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
グァバジャム パッションフルーツとマンゴーのジャム

PETITS-FOURS
プティフール
Vanilla and Kiwi Tart
Coconut with Chocolate and Praliné
Exotic Savarin
Red Variation, Raspberry, Litchi and Chocolate
Coconut and Lime Pound Cake from the Carving Trolley
Meringue, Mango Mousse and Ginger Cream
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

All prices are in Japanese Yen, inclusive of consumption tax and subject to 15% service charge.
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15%のサービス料を申し受けます。

Oriental Lounge Tea Selection
オリエンタルラウンジ ティーセレクション
Mandarin Oriental Tokyo Blend Tea
マンダリン オリエンタル 東京 ブレンドティー

Hawaii Cocktail
ハワイカクテル

Chinese Oolong tea seasoned with citrus fruits.
providing a fresh and pleasant aftertaste.
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

Offering the tropical aroma of the hibiscus flower,
rosehip, pineapple, mango and papaya.
ハイビスカスにローズヒップ、パイナップル、マンゴー、
パパイヤなどの南国フルーツをたっぷり

Exotic Orchard
エキゾチックオーチャード
A blend of Oolong and pu-erh teas, flavoured with lychee.
上質の烏龍茶とプーアール茶にライチの香りのオリジナルブレンド

BIO Currant Turmeric
BIO カラント ターメリック （期間限定）

Strong flavour and Light acidity.
濃厚なコクがあり、まろやかな味わい

The gentle blend of apple, carrot, turmeric, ginger, red currant
and raspberry results in a sweet, slightly spicy infusion.
＊Please allow 6 to 8 minutes to be served.
りんご、にんじん、赤すぐり、ジンジャーにターメリックのスパイシーな
ニュアンスを加えた、ユニークな香りのフレーバーティー
（ご提供までに 6～8 分のお時間を頂戴いたします）

Earl Grey Tea
アールグレイ

JUS T’AIME “PUR”
ジュテーム ピュール

Tea flavoured with bergamot.
快活で華やかな香り

A blend of apple and dried peach with a refreshing orange,
juicy pear and gorgeous lychee scent.
アップルとドライピーチに、爽やかなオレンジの風味、
洋ナシとライチの華やかな香りを加えたブレンドティー

Assam
アッサム

White Sangria
ホワイトサングリア
Black tea flavoured with candied orange peel, green raisin,
elderflower and marigold flower.
オレンジピールとグリーンレーズン、マリーゴールド、エルダーフラワーの
ブレンドが白ワインのサングリアを思わせる爽やかな紅茶

Orange Chocolat
オランジュ ショコラ
Refreshing acidity of orange peel and the fragrance of
bittersweet chocolate.
オレンジの酸味とショコラカルダモンの清涼感

Green Diamond
グリーン ダイアモンド
Exotic green tea blend with pineapple, mango and orange
with rose petal - reminiscent of a tropical island.
パイナップルとマンゴー、オレンジやローズの花びらをブレンドした
南の国を彷彿とさせるグリーンティー

JUS T’AIME “ÉCLATANT”
ジュテーム エクラタン
A tropical infusion with sweet and sour passion fruit,
ripe mango, pine, apple, rosehip and hibiscus.
甘酸っぱいパッションフルーツと濃厚なマンゴーの香りにパイナップル、
りんご、ローズヒップなどをブレンドしたトロピカル感あふれる味わい

Chamomile
カモミール
Aromatic scent with a mild and relaxing character.
リンゴを思わせる香りのジャーマンカモミール

Royal Milk Tea
ロイヤルミルクティー
British classics served together in perfect harmony: Royal milk tea,
traditional scones and rich clotted cream.
濃厚なコクがあり、渋みが少ないアッサムティーを使用

Peach Jasmine
白桃 ジャスミン

Mango Royal Milk Tea
マンゴーロイヤルミルクティー

A blend of spring-picked Darjeeling tea and fine jasmine tea
scented with fresh white peach.
春摘みのダージリンと上質なジャスミン茶に白桃の香りをブレンド

Royal milk tea with sweet and dense scent of Alphonso mango,
which is said to be the king of mango.
マンゴーの王様と言われるアルフォンソマンゴーが
甘く濃密に香り立つロイヤルミルクティー

Tea Soda
ティ ソーダ

Coffee
コーヒー

Happy Day
ハッピーデー

Mandarin Oriental Blended Coffee
マンダリン オリエンタル ブレンドコーヒー

Tea soda with apple, rosehip, lemongrass, lemon peel,
fresh lemon and honey.
レモングラス、ローズヒップ、レモンピールにハチミツの香り

Decaffeinated Coffee
カフェインレスコーヒー

Sunny Island
サニーアイランド
A sweet and refreshing citrus flavoured tea soda
blended with orange peel and marigold flower.
オレンジピールやマリーゴールドの花をブレンドした、
甘く爽やかな柑橘の香り

Café Latte / Cappuccino
カフェラッテ / カプチーノ
Espresso
エスプレッソ

Hot
ホット

Iced
アイス

Soda
ソーダ

Caffeine Free
カフェインレス

Fans of M.O. members enjoy additional dining benefits.
ファンズ オブ M.O.（Fans of M.O.）会員のお客さまは
さらなるダイニング特典をご利用いただけます。

日本語

English

