
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 オータムナル

春摘み(３～４月) 夏摘み(５～６月) 秋摘み(１０～１１月)

香り★★★★★ 香り★★★★★ 香り★★★

旨味★★★★ 旨味★★★★★ 旨味★★★★

コク★★★★ コク★★★★ コク★★★★★

アフタヌーンティー
ケーキセット
（2名様から）

紅茶は付いていません

紅茶は 別で 御注文

２名様用 3,200円
３名様用 4,800円
４名様用 6,400円

お1人様の内容

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

300円/1セット

\450-

インドから直輸入
ダージリンファーストフラッシュ（春摘み）

キャッスルトン 茶園 \850-

カングラ ファーストフラッシュ（春摘み）

ワー 茶園 \850-

5/21 直輸入

ネパールから直輸入
ネパールファーストフラッシュ手もみ
ジュンチャバリ 茶園 \850-

インドから直輸入
ダージリンセカンド フラッシュ（夏摘み）

キャッスルトン 茶園 \850-

ニルギリ

ケイルベタ 茶園 \850-

8/26 直輸入

5/23 直輸入手揉み



アールグレー 650

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、スリランカでブレンドさせました

ライチ ブレンド国 中 国 650

中国紅茶にライチの香りをつけたフレーバーティー

果汁のフルーティーな甘さを持った、美味しい紅茶です

中国

フレーバードティー

キームン (キーマン)
産地 祁門・安徽省・中国

クイーンズキームン 800

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、美味しいのお茶を仕入れました

正山小種 産地 武夷山星村・福建省・中国

ラプサンスーチョン 燻 製 香 650

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

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705 650

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 産地 アッサム・インド

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1405 2014年 650

アッサムの深みと春らしい軽やかさを持った紅茶

ブレンディッド アッサム 908 700

★★★★★ ミルクティーがお勧め、ストレートも美味しい紅茶

カングラ 産地 カングラ・インド

カングラは、ヒマラヤ山脈の西側のにある緑茶の産地です。春に

だけごく少量が作られる紅茶で、日本では殆ど知られていません

ワー茶園 2016年春 800

ファーストらしい緑茶のような美味しさの中に

若干、柑橘系の甘みを持ったファーストフラッシュです

ワー茶園 2015年春 700

ファーストの時期ですが、セカンドフラッシュを思わせる芳醇な

味わいの美味しい紅茶です

ニルギリ 産地 ニルギリ・インド

インド南部のニルギリ山地で生産される紅茶です。スリランカ紅

茶に似ると言われますがダージリンに近い味わいも持っています

ケイルベタ茶園 2016年 700

サヒャドリ茶園と非常によく似たニルギリの味わいにちょっとト

ロピカルなルフナの味わいが加わった仕上がりの紅茶です

サヒャドリ茶園 2015年 650

ニルギリの味わいにちょっとトロピカルなルフナの味わいが加わっ

た仕上がりの紅茶です。ケイルベタ茶園より熟成が進んでいます

インド ネパール
ハンドローリング 手揉み紅茶

産地 ダンクタ・ネパール

ジュンチャバリ茶園 2016年春 850

2016年お春に手揉みで作られた紅茶ですタンニンの少ない優し

い春の香りと柔らかなコクので心豊かにさせてくれる紅茶です

ジュンチャバリ茶園 2015年秋 800

2015年の秋に手揉みで作られた紅茶です

フルーツのような豊かな香りと柔らかなコクの紅茶です

ミルクティーでお勧めの紅茶

是非、ストレートで飲んでいただきたい紅茶

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

フルーツ ケーキ

500円

レアチョコレート

500円

アーモンド ケーキ

500円

いちじく ケーキ

600円

あんずのクリームチーズケーキ

500円

スコーン

600円

チョコレートケーキ

550円

シフォンケーキ

650円

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



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。

スデュエリポタヘナ茶園 2014年 650

火香が強めで焙じ茶に似たやさしさを持った紅茶に仕上がって

います

ニュー ビタナカンデ茶園 2016年 750

サバラガムワらしいどっしりした味わいながら、

若干の明るさと軽やかさを持った紅茶です

ウバ産地 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

ウバハイランド茶園 2015年 700

流石はウバハイランド！と言いたくなる位のキリっと

した渋みの紅茶です。まさに通好みの紅茶

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迷ったらこれ

ブレンディッド ディンブラ 1104 650

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。リンアンの自信作

マタカレー茶園 2016年 750

どっしりとした味わいを持ち、紅茶らしい美味しさをしっかり

感じさせてくれる美味しい紅茶です

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

ラバーズリープ茶園 2015年 650

緑茶に近い発酵度の紅茶で、緑茶のような

テアニンの美味しさもしっかり感じられる紅茶です

コートロッジ茶園 2016年 750

緑茶に近い発酵度の紅茶で、例年より明るく

スリランカ(セイロン)

ウダプッサラワ 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

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

リッデスダレ茶園 2015年 700

ヌワラエリアのような緑茶っぽさを持ちながら、深いコクを持っ

ています

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

ハンターナ茶園 2015年 700

昔ながらの美味しさを持った紅茶

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

キルワナガンガ茶園 2015年 650

ルフナらしいトロピカルさ、明るさ、コクをしっかり感じられ

る美味しい紅茶です

ニュー デニヤヤ茶園 2016年 750

例年よりさらにコクが増した感じで、明るく、

そしてルフナらしいトロピカルさを感じられる紅茶です

フレッシュジュース 750

グレープフルーツ(ルビー) ご注文を請けてから絞ります。

よつ葉ミルク 650

ワンモアカップサービス 250

（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。

その他の飲み物

スコーンと紅茶のセット割引
（クリームティー）

200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・クリームは お代わり できます

キッシュロレーヌ
単品 ７５０円

キッシュセット
９５０円

サラダ

キッシュロレーヌ

デザート

サンドイッチ
７5０円

キュウリ

スモークサーモン

黒糖ミルクの
サンドイッチ

６００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

ホットの紅茶は、全てポットサービスです

ので、ゆったりとお楽しみください。


