価格は 税込表示
メニュー
ダウンロード

ヒマラヤの麓、インド ダージリンでは、年に ３回のクオリティーシーズン が あります。

ファーストフラッシュ セカンドフラッシュ
春摘み (３ ～４月 )
香 り★★ ★★ ★
旨 味★★ ★★
コ ク★★ ★★

夏 摘み (５～ ６月 )
香 り★ ★★ ★★
旨味★ ★★ ★★
コ ク★★ ★★

オータムナル
秋 摘み (１０ ～１ １月)
香り ★★ ★
旨 味★★ ★★
コ ク★★ ★★ ★

アフタヌーンティー
（2名様から）

１組/１日 予約優先

11/2～11/6
アップルパイ

紅茶はどの紅茶でも
お選びいただけます

２名様用 6,000円
３名様用 9,000円
４名様用 12,000円

11/9～11/13
おさつとリンゴのタルト

お1人様の内容
紅茶
1ポット
ケーキ
2個
スコーン
2個
サンドイッチ 1/2
お皿、フォークの追加
330円/1セット

11/16～11/20
アップルシュトルーデル
11/23～11/27
カルバドスソースのリンゴ
のタルト
11/30～12/4
キャラメルりんごのタルト

使うリンゴはヨーロッパで人気のグラニー
スミス
典型的なクッキングアップル
お 菓子のリンゴはやっぱりグラニースミ 1組/日 ご予約は ホームページ または お電話で。
ケーキと紅茶が出てから １時間半 の時間制です。
スです
ご予約はこちら→

12/7～12/11
タルトタタン
12/14～12/18
ショーソンポム
12/21～12/25
？？？？？？？？？

月替わりのケーキは、当日朝１０
時から、お 電話でお 取り置きい た
します。 予定数の半分まで。
店内飲食に限ります。

8/3 直輸入
ネパールから直輸入
ジュンチャバリ茶園 ＨＲＨＴ 初夏 \990-

8/3 直輸入
インドから直輸入
ダージリン セカンド フラッシュ
マーガレットホープ茶園

\990-

直輸入
スリランカから直輸入
どの紅茶でも、900円以下の紅茶とセットできます

ウバハイランド茶園

\900-

ケーキセット（ケーキ１個 ＋ 紅茶）150円引き
ペアケーキセット（ケーキ２個 ＋ 紅茶）300円引き
ペアケーキセットは 一つのお皿で出てきます

シフォンケーキ
660円

フルーツ ケーキ
540円

いちじく ケーキ
640円

チョコレートケーキ
580円

スコーン
680円

アーモンド ケーキ
540円

あんずのクリームチーズケーキ
540円

レアチョコレート
540円

ネパール

インド

ネパール HRHT Himalayan Royal Handcrafted Tips

ダージリン

産地 ダージリン・インド
ブレンディッド ダージリン705
740

産地 ダンクタ・ネパール

好評だった６１１ブレンドを元にインドでブレンドさ
せました。有名茶園の紅茶に負けない贅沢ブレンドで
す

アッサム

ジュンチャバリ 2022年 初夏 手作り 990
台湾烏龍茶の製法を出来る限り取入れた、非常に華やか
な香り。2022年は、春の紅茶に近い香り重視でバラン
スの良さを重視しました

産地 アッサム・インド

ジュンチャバリ 2021年 初夏 手作り 970

世界最大の紅茶産地で、ミルクティーに向くしっかりし
たボディーが特徴の紅茶です。ミルクティーにされると
きには「ミルクティー用に濃いめに」とご注文ください

ブレンディッド アッサム 908

2021年は夏らしいボディのしっかりした紅茶を選んで
輸入しています。是非、2022年と飲み比べてください

870

ジュンチャバリ 202２年 春 手作り

ミルクティーに向くCTC製法で作られた紅茶です。アッ
サム地方でも最も品質の高い夏摘みのセカンドフラッシュ
だけでブレンドされています。
ミルクティーにするなら、この紅茶が一番のお勧めです。
でも、ストレートで飲んでも非常に美味しい紅茶です。

ブレンディッド アッサム 2204

760

アッサム地方での春摘みのファーストフラッシュの紅茶
です。セカンドフラッシュに比べて軽めの、万能タイプ
の紅茶です。

ニルギリ

中国
キームン

カングラ

(キ ー マ ン )
産地 祁門・安徽省・中国

870

クイーンズキームン

ランのような優雅な香りの紅茶 世界３名茶の一つ
世界３名茶の名に恥じない、美味しいのお茶です

産地 ニルギリ・インド

コダナード茶園
2021年
820
スリランカのディンブラによく似た感じの紅茶で、日本
人になじみの深いセイロン紅茶をイメージする味わいの
紅茶です。2020年よりコクと深みが増しました。
コダナード茶園

2020年

正山小種
ラプサンスーチョン

産地 カングラ・インド

920
2022年
パキスタンに近いヒマラヤ中腹の産地カングラでも、ダー
ジリンとほぼ同じレベルの紅茶が作られています。
カングラの春のお茶で、ほぼ緑茶に近く、薫り高く柔ら

産地 武夷山 星村・福建省・中国
燻製香
740

きつい燻製の香り。「これだけは飲めない。」という人
が多いのですが、一線を越えると、病みつきです

740

ワ ー 茶園

990

台湾烏龍茶の製法を出来る限り取入れた、非常に華やか
な香り。春らしく、緑茶の様な旨さのコクがしっかりし
ている美味しさの紅茶です

フレーバードティー
アールグレー

760

ブレンド国 スリランカ
ベルガモットの香りをつけた、フレーバーティー
独自の美味しさを求めて、独自にブレンドさせました

全ての紅茶は、ストレートで美味しく飲んでいただけます

ミルクティーでお勧めの紅茶
ミルクティーの場合、「ミルクティーで」とご注文ください濃い目に淹れさせていただきます

是非、ストレートで飲んでいただきたい紅茶

価格は 税込表示

価格は 税込表示
キッシュロレーヌ
単品 ８００円

サンドイッチ
８００円
キュウリと
スモークサーモン

スコーンと紅茶のセット割引

黒と白を一緒に食べると
より 美味しいです

（クリームティー）
１５０円引き
イギリスでスコーンと紅茶のセットを「クリームティー」
と呼びます
ジャム・クロテッドクリームクリームは、１回
お代わり できます

黒糖ミルクの
サンドイッチ
８００円
黒糖パンの素朴な味わいと、
とろけ広がる生クリームの
絶妙なハーモニー

スリランカ(セイロン)
ディンブラ

産地 ディンブラ・スリランカ

非常に紅茶らしく、かつ、上品な美味しい紅茶

ウダプッサラワ

迷ったらこれ
ブレンディッド ディンブラ 1104

740

毎年同じ味を求めて、そして茶園物に負け
ない美味しさを目指してブレンドしました。

ウ バ 産地

ラガラ茶園
ウバ・スリランカ

爽やかなメントールの香りと、心地よい渋みが特徴の、
紅茶

900

ウバハイランド茶園 2022年

程よいメントールの香りが爽やか。「これぞウバ！」と
言った感じで通好みのウバ紅茶です。

サバラガムワ

産地 サバラガムワ・スリランカ

ルフナの北部が新しく、サバラガムワ として独立した
産地となりました。
ニュー ビタナカンデ茶園 2021年
740
ルフナから分かれた産地という事をしっかり感じさせる
トロピカルさをたっぷり持った紅茶です。
OPタイプという大き目の茶葉のため、若干ライトな味
わいですが、香りは雑味が少なくクリアに香ります。

産地 ウダプッサラワ・スリランカ

ウバとヌワラエリアに接する紅茶産地でその中間的な風
味で、緑茶に近い美味しさの中にウバらしい渋みを持っ
ています

800

2022年

ウバとヌワラエリアの中間的な風味ですが、どちらかと
言えば渋みがはっきりとして、ウバに近い紅茶です。。

リッデスダレ茶園

2020年

740

ウバとヌワラエリアの中間的な風味ですが、緑茶の様な
美味しさが勝り、ヌワラエリアに近い紅茶です。

キャンディ

産地 キャンディ・スリランカ

迷ったらディンブラかキャンディ

ドテルオヤ茶園

2022年

760

キャンディという産地の特徴の懐かしい味の紅茶です。
素朴で、安心できる、誰にもでも好まれる紅茶です。

ルフナ

産地 ルフナ・スリランカ

昔ながらの感じを持ちながらどこかトロピカルな紅茶

ヌワラエリア 産地

ヌワラエリア･スリランカ

スリランカで標高が最も高い、高原リゾート地の紅茶です。
醗酵が浅く、緑茶に近い美味みを持っています

800
ラバーズリープ茶園
2022年
緑茶のような旨味をしっかり持った典型的なヌワラエリ
アの紅茶の美味しさが楽しめます。

2022年

ワンモアカップサービス

その他の飲み物
よつ葉ミルク

シタカ茶園

660

全ての紅茶は、ストレートで美味しく飲んでいただけます

ミルクティーでお勧めの紅茶
ミルクティーの場合、「ミルクティーで」とご注文ください
濃い目に淹れさせていただきます

是非、ストレートで飲んでいただきたい紅茶

760

水色は赤く、どこかに南国フルーツのようなしっかりし
たコクを持った紅茶がルフナの紅茶の特徴です。ミルク
ティーでも非常に美味しい紅茶ですが、そのトロピカル
さを味わうためにはストレートがお勧めです。

300

（カップの追加）

お子様用に、絵本や、小さなポット・カップ(無料)をご用意
しておりますので、必要な方はお申し出ください。
お母様のポットからお子様のポットへ、紅茶を
わけてあげましょう。
他のお客様へのご配慮のうえ、お子様とのティー
タイムをお楽しみください。

