From November 1, 2022

LEGEMDARY AFTERNOON TEA “WINTER”
レジェンダリー アフタヌーンティー “ウィンター”
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。

6,350
Paired with a glass of N.V. Veuve Clicquot, Yellow Label Brut
アフタヌーンティーにシャンパン「ヴーヴ クリコ イエローラベル ブリュット」をグラスにてご用意いたします
Add 2,500

SAVORY ASSORTMENT
各種セイボリー
Japanese Chestnut Velouté
Gruyère Cheese and Parisian Ham Muffin
Carrot Crème Brûlée topped with Fennel Crumble
Lobster Variation
Mushroom Jelly
和栗のヴルーテ
グリュイエールチーズとパリ風ハムのマフィン
ニンジンのクリームブリュレ フェンネルクランブルのトッピング
ロブスターのバリエーション
マッシュルームのゼリー

SCONE
スコーン
Lemon Scone, Cheese Scone
Strawberry Jam, Lemon Curd
レモンスコーン チーズスコーン
ストロベリージャム レモンカード

PETITS-FOURS
プティフール
Paris-Brest Style Nut Puff Pastry
Dacquoise Biscuit with Chestnut Cream
Chocolate-Orange
Pear-Caramel Cream, Vanilla Jelly
Strawberry and Pistachio Tartlet
Mandarin Oriental, Tokyo Blend Tea Pound Cake
ナッツのシュークリーム“パリブレスト”
ダコワーズビスキュイ 栗のクリーム
ショコラ・オランジュ
洋ナシとキャラメルのクリーム バニラゼリー
ストロベリーとピスタチオのタルトレット
マンダリン オリエンタル 東京ブレンドティーパウンドケーキ
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。

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

Oriental Lounge
Tea Selection

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

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

“Winter”
Royal Milk Tea
ロイヤルミルクティー
Assam tea with a rich, full-bodied flavor and low astringency.
濃厚なコクがあり、渋みが少ないアッサムティーを使用

Darjeeling
ダージリン

Seasonal Royal Milk Tea
シーズナル ロイヤルミルクティー

A robust Darjeeling tea with a mild sweetness and
a roasted aroma.
穏やかな甘みが魅力的な、焙煎の香りが際立つしっかりとした味わい

Selected by our tea sommelier. Please ask your server.
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。

White Sangria
ホワイトサングリア

Rooibos Poire
ルイボスポワール

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、エルダーフラワー、
マリーゴールドのブレンドが白ワインのサングリアを
思わせるフルーツティー

Green rooibos tea with a rich aroma of premium pear “La France”.
ラ・フランスならではの芳醇な香りをまとった、
甘くやわらかな味わいのグリーンルイボスティー

Sweet Orange
スウィートオレンジ
Aromatic black tea from Nilgiris with natural citrus notes,
blended with candied blood orange peel.
甘いオレンジの果汁溢れる
フレッシュな香りのフレーバーティー

Marron Green tea
栗緑茶
Chestnut-flavoured green tea with dried chestnut.
栗の香りをまとった緑茶にドライマロンを加えた、甘く懐かしい味わい

Apple Tea
アップルティー
Aromatic apple scented black tea blended with dried apple.
りんごの果実を贅沢に入れた芳醇な風味のアップルティー

Fig & Basil
フィグ＆バジル

Muscat
マスカット
Decaffeinated black tea with a fresh and sweet muscat aroma.
みずみずしく甘いマスカットの香りのデカフェ紅茶

JUS T’AIME “MYSTIQUE”
ジュテーム ミスティーク
A mellow scent of cassis and grapes, a fascinating fruit tea like wine.
The fruity spreads comfortably.
カシス、ぶどうの芳醇な香りが漂う、ワインのように魅惑的なフルーツティー
果実味あふれる酸味が心地よく広がります

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

A white tea blended with dried basil, fig, pineapple and rose.
無花果とバジルがブレンドされた白茶のフルーツティー
酸味は控えめで無花果の自然な甘みが広がります

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

Seasonal Tea
シーズナルティー

Coffee
コーヒー

Selected by our tea sommelier. Please ask your server.
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。

Mandarin Oriental Blended Coffee
Café Latte / Cappuccino
Decaffeinated Coffee available upon request
Espresso (Hot only)
マンダリン オリエンタル ブレンドコーヒー
カフェラッテ / カプチーノ
カフェインレスコーヒー
エスプレッソ（ホットのみ）

Hot
ホット
Iced
アイス
Caffeine Free
カフェインレス

