
 

 

 

 

  

THE 
TOKYO 

TORANOMON 

EDITION 
WINTER EDITION AFTERNOON TEA

ウィンターエディションアフタヌーンティー 
7 January, 2022 – 7 February, 2022 

SAVORY 

Cucumber, Wild Rice, Sour Cream, Brioche
きゅうり、ワイルドライス、サワークリーム、ブリオッシュ 

Caviar, Salmon, Butter, Orange, Pumpkin Bread
キャビア、サーモン、バター、オレンジ、パンプキンブレッド 

Spinach, Carrot, Cream, Herb
ほうれん草、にんじん、クリーム、ハーブ 

Pastrami, Cheddar Cheese, Pickles, Lettuce, Activated Charcoal Bread
パストラミ、チェダーチーズ、ピクルス、レタス、活性炭ブレッド 

Cold Cut Meat, Nut, Parmigiano Reggiano, Tart
コールドカットミート、ナッツ、パルミジャーノ・レッジャーノ、タルト 

SWEET 

White Chocolate Mousse Strawberry
ホワイトチョコレートムースストロベリー 

Kumquat Compote Tart
金柑のコンポートタルト 

Hazelnut Orange Cream Puff
ヘーゼルナッツオレンジシュークリーム 

Raspberry Pistachio Millefeuille
ラズベリーピスタチオミルフィーユ 

Passionfruit Bonbon Chocolat
パッションフルーツボンボンショコラ 

SCONE 

Dark Chocolate & Plain Scone
ダークチョコレート & プレーンスコーン 

Clotted Cream & Strawberry Jam
クロテッドクリーム & ストロベリージャム 

JPY 7000 with fine tea selection
ファインティーセレクション 7,000 円 

JPY 10000 ith a glass of Ruinart Blanc de Blancs
ルイナール

 w
ブランドブラン 1 杯 10,600 円 

Prices include 15% service charge and consumption tax.
表記料金には消費税とサービス料 15%が含まれております。



     

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

THE 
TOKYO 

TORANOMON 

EDITION 

KIDS AFTERNOON TEA
キッズアフタヌーンティー 

Peanut Butter Sandwich
ピーナッツバターサンドイッチ 

Fruits Jam Sandwich
フルーツジャムサンドイッチ 

Seasonal Fruit Tarte
季節のフルーツタルト 

Bonbon Chocolat Passionfruit
パッションフルーツボンボンショコラ 

Belgian Waffle
ベルギーワッフル 

Brown Sugar Pound Cake
黒糖のパウンドケーキ 

Shortbread
ショートブレッド 

Plain Scones
プレーンスコーン 

Clotted Cream
クロテッドクリーム 

Strawberry Jam
ストロベリージャム 

2500 

Prices include 15％ service charge and consumption tax.

表記料金には消費税とサービス料 15%が含まれております。 



  

 
 

  
 

 

  
 

   
 

  

    
 

 

  
 

    
   

 

 

EDITION" TJIB X 
MIKA NINAGAWA 

LOVE IN BLOOM AFTERNOON TEA 
2022年 2月 8日 ー 3月 14日 

SAVORY

きゅうり＆ミントガスパッチョ
ディル、ミント、エシャロット、りんご

にんじんレモンタルト
にんじん、クリーム、オリーブオイル、レモン

フランボワーズワーズマスカルポーネ
マスカルポーネチーズ、フランボワーズ、ピスタチオ、トマト

ポテトサラダのワッフル
ポテト、レッドオニオン、わさび、ピーカンナッツ、ケール、ビーツワッフル

ブルーベリー サンドイッチ
サワークリーム、ブルーベリー、オリーブオイル、ブリオッシュ 

SWEET

カラフルフラワー ゼリー
いちご、ラズベリー、ブルーベリー、キウイ、バタフライピー

チョコレートマカロン
ダークチョコレートガナッシュ、バタークリーム、アーモンド

ラブパッション ボンボン ショコラ
パッションフルーツ、ミルクチョコレート

ローズチョコレートムース
ミックスベリー、ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、ローズエッセンス、クッキー

スイート＆サワー チョコレートタルト
ダークチョコレート、レモン、クリーム、タルト 

SCONE

チョコチップ＆プレーンスコーン
クロテッドクリーム & ストロベリージャム 

8500 

Prices include 15% service charge and consumption tax.
表記料金には 15％のサービス料と消費税が含まれております。 



    

  
  

  
  

  

    
  

  
  

  

    
  

  

  
  

          
      

 

 

EDITION" THE X 
MIKA NINAGAWA 

SAKURA AFTERNOON TEA 
2022年 3月 15日 ー 4月 30日 

SASAVORVORYY

ビビーーツツパパンンナナココッタッタ
ビビーーツツ、、ククリリーームム、レ、レモモンン

紫紫芋芋ササンンドドイッイッチチ
紫紫芋芋、、レレッッドドオオニニオオン、ン、ブブリオリオッッシシュュ、、オオリリーーブブキキャャビビアア

かかぶぶとフとフムムススののタタルトルト
パパププリリカ、カ、フフムスムス、、かかぶぶ、、ハハーーブブ

アアササイーイーククリリーームムチチーズーズタタルルトト
ククリリーームムチチーズーズ、、アアササイーイー、、ラライイムム、、ビビーーツツタタルルトト

ササーーモモンンタルタルタルタルトトーースストト
ササーーモモン、ン、キキヌヌアア、、ササワワーーククリリーームム、、チチャャイイブブ、、シシードードブブリオリオッッシシュュ 

SWEETSWEET 

SAKURASAKURA香香るるブブラマラマンンジジェとェとジジュュレレ
桜桜、ミ、ミルルクク、、ククリリーームム 

SAKURA SAKURA ククリリーームムブブリュリュレレ
卵卵、、ククッッキキーー、桜、桜ククリリーームム、桜、桜ククラランンチチ

フフラランンボボワワーーズズ ボンボンボンボンシショョココララ
フフラランンボボワワーーズズガガナナッッシシュュ、ミ、ミルルククチチョョココレレーートト 

SAKURASAKURAとといいちちごごののモモンブンブラランン
桜桜、、いいちちごご、、クリクリーームム、、カカススタターードドクリクリーームム、、パパイイ 

SAKURA SAKURA マカマカロロンン
桜桜、、ババタターーククリリーームム、ア、アーーモモンンドド 

SCONESCONE

レレーーズズンン ＆＆ププレレーンーンススココーンーン
ククロロテテッッドドククリーリームム && スストトロロベベリーリージジャャムム 

85008500 

Prices include 15% service charge and consumption tax.
表記料金には 15％のサービス料と消費税が含まれております。 
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