Served wh Tea
花屋のカフェの
お茶請けをどうぞ。

花と緑に囲まれたティータイ
ムがより良いものになるよう
手作りスイーツをご用意して
おります。

Flower cream puff

Flower rare cheesecake

是非、お好みのハーブティー

フラワ―クリームパフ

花摘みレアチーズ

やフランス紅茶などとスイ

ーツを合わせてごゆっくり

クッキーシューの中に

濃厚でとろける食感のレアチーズ

ハニーミルククリームと生クリーム。

ケーキの中からはバラの花弁たっぷりの

とお楽しみください。

優しいお花の香りと一緒に。

コンフィチュール。

¥550（税込）

¥550（税込）

Rose jelly

Flower garden cookies

バラのゼリー

Oatmeal cookies

お花畑クッキー

オートミールクッキーサンド

ヘルシーな上に美容効果もあると

高知県のハーブ農家さんより。

ザクザクとしたオートミールを

言われるダマスクローズの香り、

季節のお花で仕上げたさっくり食感のクッキー。

グルテンフリーのクッキーに。

エキスを豊富に使用。

お土産用にもご用意しております。

たっぷりのクリームにつけて
召し上がれ。

¥550（税込）

¥550（税込）

¥440（税込）

Swes

baked seasonal fruits
and French toast

Flower Parfait
フラワーパフェ

Homemade french toast
焼きたてフレンチトースト

季節フルーツのオーブン焼き

11時半より提供スタート

自家製バラのゼリーにチェリーのムース

11時半より提供スタート

グラノラの食感も楽しめます。
ころんとまあるいフォルムと
ピンク色が華やかな一品。

¥935（税込）

熱々ジューシーな季節の果物と

オーダーいただいてから焼き上げる

大人気フレンチトーストを

しっとり美味しいフレンチトースト

アイスクリームと一緒に。

※提供にお時間いただきます。

※提供にお時間いただきます。

5piace-¥770（税込）
3piace-¥660（税込）

¥770（税込）

ドリンクセット

Drink Set

¥550（税込）

Please choose a drink fromthe drink menu.（excluding alcohol.）
お食事またはスイーツと一緒にご注文いただくとセット価格にてご案内いたします。
お好きなドリンクをお選びください。（アルコールを除く）

Mes
Homemade French Toast
with Organic Herb Salad
自家製のフレンチトーストと
有機ハーブのサラダ

TEA HOUSE人気のフレンチトーストをお食事として。
ふわトロの食感をぜひお楽しみください。
契約農家から直送の有機ハーブのサラダと
自家製ドレッシングのサラダも自慢の一品です。

¥1100（税込）

Please choose a topping...
選べるトッピング
自家製フレンチトーストとハーブサラダを
お好みでカスタマイズ

+¥440（税込）

ハーブソーセージ＆グリルベーコン

塩気のあるベーコンとハーブが香るソーセージが
フレンチトーストとの相性もばっちり。

+¥220（税込）

とろけるモッツァレラチーズ

とろけるチーズがふわトロのフレンチトーストと
よく合います

+¥550（税込）

全部のせ
ソーセージとベーコンにとろーりチーズが

よく絡みます。豪華でお得な一皿にカスタム！

お食事ご利用のお客様限定 平日ランチタイム サービス

Weekday Lunch Set

11:30-14:00

下記より、お好きなお飲み物をお選びください。

Today’
s Tea (hot)
本日の紅茶

Fruit Tea (hot/cold)
フルーツティー

Sweet Earl Grey (hot/cold)
スウィートアールグレイ

Orange Juice
オレンジジュース

その他のお飲み物はDrink setにて+550円でお付けいたします。

Kichijoji Special

Flower Strawberry Milk

¥880（税込）

フラワーいちごミルク

Strawberry syrup/Milk/Strawberry ice cream/Edible ﬂower
いちごを丸ごとじっくり煮詰めた自家製シロップ。
たっぷりのミルクと合わせて、旬のいちごが春の装いに。
お花のトッピングも乗った可愛らしい一品です。
※アイスはイチゴからバニラに変更可

Flower Coffee Float

¥825（税込）

フラワーコーヒーフロート

Coﬀee/Black sesame ice cream/Edible ﬂower
有機栽培のアイスコーヒーに黒ゴマアイスの新鮮な
組み合わせ。苦みと渋みをアクセントにした大人テイスト。
※アイスはバニラに変更可

Flower Tea Float

¥825（税込）

フラワーティーフロート

Iced tea/Milk/Fromage ice cream/Gum syrup/Edible ﬂower
じっくり淹れたフランス紅茶にミルクをたっぷり。
フロマージュアイスをのせ、食べられるお花をトッピング。
※アイスはバニラに変更可

Fresh Herb Tea

Refresh Blend

¥825（税込）

リフレッシュ ブレンド

Relax Blend

リラックス ブレンド

¥825（税込）

Rosemary / Lemongrass / Lemon Balm

Lemongrass / Lemon Balm / Dandelion

気持ちを新たにさわやかな気分になりたい方へ。

気持ちをやわらげ、おだやかな気分になりたい方へ。

/ Spearmint / Apple Mint

¥715（税込）

/ Oregano / Spearmint

¥770（税込）

               アンシャンテジャポン
フランス 紅 茶 専 門 店 のアンシャンテは「 一 杯 のお茶 で 、心

地 よく楽しいひとときを 過ごしてもらいたい 」そんな想 い
で 選 んだ 自 慢 の お 茶 を 発 信して い るブランド 。花 と植 物
に囲まれ た A o y a m a F l o w e r M a r k e t T E A H O U S E の 空

間で 楽しむことで 、より季 節を感じ魅 力が深まるアンシャ
ンテの 紅 茶をセレクトしています 。

                                       
                                 
      
                       
                             
                       
                                        
                                       

Original Soda
Rose Soda ¥770（税込）

Fresh Mint Soda ¥770（税込）

ローズソーダ

フレッシュミントソーダ

Rose syrup / Rose petal

Organic Spear Mint / Syrup

ダマスクローズ香るかわいいピンク色のソーダ。

産地直送のスペアミントの爽快感が楽しめます。

Homemade Ginger Ale ¥825（税込）
自家 製ジンジャーエール

スタンダード/辛口お好きな方をお選びください。

Others
Organic Hot Coffee
有 機 栽 培ホットコーヒー

Hot Ginger
ホットジンジャー

¥715（税込）

¥715（税込）

自家製シロップ使用。ティーカップサイズです。

Organic Iced Coffee ¥715（税込）
有 機 栽 培アイスコーヒー

Orange Juice

¥715（税込）

Kids Orange Juice

¥440（税込）

オレンジジュース

キッズオレンジジュース

Alchol
Emerald Mojito ¥990（税込）

エメラルドモヒート

Bottle Beer(Heartland) ¥770（税込）
ボトルビール

Glass Wine(Red / White) ¥550（税込）

グラスワイン

