The Living Room

afternoon tea
12:00 - 17:00
アフタヌーンティー
5 コース ティーペアリング
¥5,000 (¥5,500)

フォアグラのムース 赤桃のピューレ
白桃のメレンゲ
紫蘇 / ハイビスカス ブレンド お花茶

夏野菜のテリーヌ
生雲丹とトウモロコシ ハラペーニョピクルス
トロピカル最中
レモングラス ティートラベラーズ 鹿児島

賀茂茄子のクロケット
フルーツトマトと新生姜のラヴィゴット
三年熟成番茶 ティートラベラーズ 京都

天使音メロンと日本酒のグラニテ

ココナッツとリコッタチーズのスフレ
ココナッツチョコレート
カモミール ブレンド ハーバリストクラブ美山 京都

light meal
12:00 - 17:00
シーザーサラダ
海老のポーチ または 丹波地鶏のグリル
¥1,600 (¥1,760)

フルーツトマトのブルスケッタ
グリーンサラダ または 本日のスープ
¥1,800 (¥1,980)

クロックムッシュ
グリーンサラダ または 本日のスープ
¥1,800 (¥1,980)

セイボリーワッフル
キャビア サーモンマリネ ポーチドエッグ
¥2,000 (¥2,200)

フェットチーネボロネーゼ
パルメザンチーズ
¥2,000 (¥2,200)

リングイネ 海老と生雲丹
トマトクリームソース
¥2,200 (¥2,420)

（ ）内の料金は消費税込みです。上記価格に15％のサービス料を頂戴いたします。
食材にアレルギーのあるお客様、食事制限がおありのお客様はご注文の際に係りの者にお申し付けください 。

dessert menu
12:00 - 17:00
マンゴープリン
ココナッツアイスクリーム チョコレートクランチ
ティラミス
マスカルポーネクリーム エスプレッソグラニテ
天使音メロンと日本酒のグラニテ
各 ¥1,800 (¥1,980)
コーヒーまたは紅茶とともに
お好きなデザートを上記よりお選びください

¥2,200 (¥2,420)

snack menu
17:00 - 22:00
野菜のクルディテと豆腐のフムス
¥1,200 (¥1,320)
チーズ職人エルベモンスのチーズプレート
¥2,200 (¥2,420)
生ハム クラテッロ ジベッロ
¥2,200 (¥2,420)
ロブスターリゾットのクロケット 生雲丹を添えて
¥1,600 (¥1,760)
牛頬肉のクロケット 卵黄のコンフィ
¥1,600 (1,760)
国産フルーツの盛り合わせ
¥1,600 (¥1,760)

beverage list
s t i l l wat e r
アクアパンナ 500ml

¥800 (¥880)

エビアン 750ml

¥1,000 (¥1,100)

s p a r k l i n g wat e r
サンペレグリノ 500ml

¥800 (¥880)

サンペレグリノ 750ml

¥1,000 (¥1,100)

山崎ウォーター 330ml

¥1,000 (¥1,100)

non-alcohol be e r
アサヒ ドライ ゼロ

¥1,000 (¥1,100)

サントリー オールフリー

¥1,000 (¥1,100)

soft drinks
ガルヴァニーナ オーガニック コーラ

¥1,000 (¥1,100)

ガルヴァニーナ オーガニック グレープフルーツ

¥1,000 (¥1,100)

ガルヴァニーナ オーガニック レモネード

¥1,000 (¥1,100)

ガルヴァニーナ オーガニック ジンジャーエール

¥1,000 (¥1,100)

juice
フレッシュ オレンジジュース

¥1,000 (¥1,100)

フレッシュ グレープフルーツジュース

¥1,000 (¥1,100)

アップルジュース

¥900 (¥990)

ピーチジュース

¥900 (¥990)

クランベリージュース

¥900 (¥990)

coffee
コーヒー、アイスコーヒー 、エスプレッソ

¥800 (¥880)

ダブルエスプレッソ、カフェラテ

¥900 (¥990)

カプチーノ、マキアート

¥900 (¥990)

Prices are subject to consumption tax and 15% service charge. 上記価格に消費税と15％のサービス料を頂戴いたします
To greater ensure the quality of your dining
experience, please let us know if上記価格に15％のサービス料を頂戴いたします。
you have any food allergies or restrictions 食材にアレルギーのあるお客様 食事制限が
（ ）内の料金は消費税込みです。
おありのお客様は ご注文の際に係りの者にお申し付けく
ださい V Vegetarian ベジタリアン ださい。
食材にアレルギーのあるお客様、
食事制限がおありのお客様はご注文の際に係りの者にお申し付けく

beverage list
c ham pag ne

125ml

Bottle

クリュッグ グランド キュヴェ

¥7,000
(¥7,700)

¥40,000
(¥44,000)

ビルカール サルモン ロゼ

¥4,200
(¥4,620)

¥25,000
(¥27,500)

リュイナール ブラン ド ブラン

¥2,800
(¥3,080)

¥16,800
(¥18,480)

¥2,000

¥12,000

(¥2,200)

(¥13,200)

¥2,300

¥14,000

(¥2,530)

(¥15,400)

¥2,500

¥16,000

(¥2,750)

(¥17,600)

ピュリニー モンラッシェ、プルミエ クリュ 2018

¥3,000

¥18,000

ラリュー、シャルドネ、ブルゴーニュ、フランス

(¥3,300)

(¥19,800)

white wine
グランポレール 樽発酵 2018
甲州、山梨、日本
サンセール 2018、アンリ ブルジョワ
ソーヴィニオン ブラン、ロワール、フランス
ランゲ 2018、ピオ チェザーレ
シャルドネ、ピエモンテ、イタリア

red wine
ル オー メドック ド ジスクール 2013
カベルネ / メルロー、ボルドー、フランス
クロ デュ ヴァル 2016
カベルネ、カリフォルニア、アメリカ
フィサン 2017、ルネ ブーヴィエ
ピノノワール、ブルゴーニュ、フランス
バローロ ガッテーラ 2015、
フラテッリフェッレーロ
ネッビオーロ、ピエモンテ、イタリア

¥2,000

¥12,000

(¥2,200)

(¥13,200)

¥2,300

¥14,000

(¥2,530)

(¥15,400)

¥2,500

¥16,000

(¥2,750)

(¥17,600)

¥3,000

¥18,000

(¥3,300)

(¥19,800)

sh e rry

90ml

マンサニーリャ イホス デ ライネラ ペレス マリン

¥1,200 (¥1,320)

アモンティリャード ボデガス イダルゴ

¥1,500 (¥1,650)

オロロソ アルマセニスタ ルスタウ

¥ 2,400 (¥2,640)

port

90ml

カーヴス メッシアス 10年

¥1,500 (¥1,650)

テイラーズ レイト ボトルド ヴィンテージ 2014

¥1,800 (¥1,980)

フォンセカ トニー 20年

¥2,600 (¥2,860)

テイラーズ トニー 20年

¥3,000 (¥3,300)

グラハム トニー 40年

¥4,800 (¥5,280)

sake

120ml

魯山人 祝米 特別純米原酒 東山酒造 京都

¥1,500 (¥1,650)

守破離 パーク ハイアット ID-591

¥2,000 (¥2,200)

山田錦 松本酒造 京都
ヴィリディアン 美郷錦 純米大吟醸 新政酒造 秋田

¥2,500 (¥2,750)

bottled beer

Bottle

京都麦酒 山田錦 (330ml)

¥1,200 (¥1,320)

サントリー プレミアムモルツ (334ml)

¥1,200 (¥1,320)

グロールシュ オランダ (450ml)

¥1,200 (¥1,320)

（ ）内の料金は消費税込みです。上記価格に15％のサービス料を頂戴いたします。

beverage list
japane se wh i sk y

45ml

ザ エッセンス オブ サントリー クリーン

¥2,000 (¥2,200)

ザ エッセンス オブ サントリー ライスウイスキー

¥2,200 (¥2,420)

アマハガン ミズナラ ウッド フィニッシュ

¥2,200 (¥2,420)

ザ エッセンス オブ サントリー 桜樽後熟ブレンド

¥3,600 (¥3,960)

ザ エッセンス オブ サントリー リッチ

¥3,600 (¥3,960)

i n t e r nat i o na l w h i s k y

45ml

シ ー バ ス リー ガ ル 18年

¥2,000 (¥2,200)

ブレンディッド スコッチ ウイスキー
ラフロイグ 10年

¥2,200 (¥2,420)

アイラ シングルモルト スコッチ ウイスキー
ザ マッカラン 12年

¥2,200 (¥2,420)

ハイランド シングルモルト スコッチ ウイスキー
フォア ローゼス スーパー プレミアム

¥2,000 (¥2,200)

バーボン ウイスキー

cask ag i ng sh oc h u

45ml

タルスキー 芋10年 オロロソ カスク

¥3,800 (¥4,180)

タルスキー 米16年 ペドロ ヒメネス カスク

¥4,000 (¥4,400)

g rap pa

45ml

カ マルカンダ ガヤ

¥2,800 (¥3,800)

c a lva d o s

45ml

シャトー デュ ブルイユ15年

¥2,600 (¥2,860)

c o c k ta i l
青龍 ジントニック

¥2,000 (¥2,200)

季の美 青龍、トニックウォーター、お漬物
碧 ハイボール

¥2,000 (¥2,200)

サントリー碧、山崎ソーダ、オレンジピール
“リビング” ミュール

¥1,800 (¥1,980)

グレイグース、ジンジャーエール、ライム
ルビー＆ティー

¥1,800 (¥1,980)

季の美 ハスカップ、燻製ほうじ茶、オレンジ
アマレット 抹茶

¥2,000 (¥2,200)

ディサローノ、抹茶、アーモンドミルク
エスプレッソ マティーニ

¥1,800 (¥1,980)

グレイグース、エスプレッソ、きび砂糖

（ ）内の料金は消費税込みです。上記価格に15％のサービス料を頂戴いたします。

