デザート

DESSERT

アフタヌーンティーセット

AFTERNOONTEA SET

※下記メニューは 10:00 A.M. からのご用意となります。（Served from 10:00 A.M.)

12:00 NOON ～ 5:30P.M.

Pancake ～Lobby Lounge Style～
パンケーキ ～ロビーラウンジスタイル～

Afternoon Tea Set
単品
ドリンクセット Drink Set

アフタヌーンティーセット

¥1,700
¥2,500

※写真はイメージです。

アイスクリーム＆シャーベット

Ice cream & Sherbet

Ice cream ( Vanilla / Chocolate )
アイスクリーム ( バニラ / チョコレート )

Sherbet ( Strawberry / Mango )
シャーベット ( ストロベリー / マンゴー )
単品
ドリンクセット Drink Set

¥1,050
¥2,000
※写真はイメージです(2名様分)。
Image is for illustration purposes（Two orders).

ドリンクセット Drink Set
下記ドリンクよりお選びください。
ブレンドコーヒー / アメリカンコーヒー / アイスコーヒー / セイロンティー / アイスティー

フリードリンク3時間制（30分前ラストオーダー）
お一人様

Blended Coffee / American Coffee / Iced Coffee / Ceylon Tea / Iced Tea

¥5400

WEBにてご予約をお受けしております。

“COCOA-新型コロナウイルス接触確認アプリ”
新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができます.

えび

かに

小麦

そば

卵

乳

落花生

Shrimp

Crab

Wheat

Buckwheat

Egg

Milk

Peanut

仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
表記料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料(10％)を加算させていただきます。
Price includes consumpption tax. Additional 10 ％will be added for service charge.
当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に
表示義務のある特定原材料7品目 （えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料 7品目の対応を
ご希望のお客さまは事前にお申し出ください。
Accommodations regarding food allergies at our restaurants, banquet facilities, etc. shall cover only the seven specific raw materials
(shrimp, crab, wheat, buckwheat, egg, dairy, peanuts)that manufacturing companies, etc. (our food suppliers) have an obligati on to label
under the Food Labeling Act. Guests who wish for accommodations regarding any of these seven specific raw materials are asked to make a
request in advance.
当社ではすべての飲食物を同一環境で取り扱うため、使用原材料以外のアレルゲンの微量混入を完全に防止する事ができません。
At our facilities, as all food and beverages are handled in the same environment, we are unable to completely prevent contami nation with
minute quantities of an allergen other than the ingredients being used.
当社のアレルゲン情報（特定原材料７品目）は、使用原材料及び製造会社等からの原材料情報（食品表示）を基にご案内いたします。
The allergy information (seven specific raw materials) is based on the ingredient information (food labeling) of the ingredie nts used and
from their manufacturers, etc.
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当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表
示義務のある特定原材料7品目 （えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応を
ご希望のお客さまは事前にお申し出ください。
Accommodations regarding food allergies at our restaurants, banquet facilities, etc. shall cover only the seven specific raw materials
(shrimp, crab, wheat, buckwheat, egg, dairy, peanuts)that manufacturing companies, etc. (our food suppliers) have an obligation to label
under the Food Labeling Act. Guests who wish for accommodations regarding any of these seven specific raw materials are asked to
make a request in advance.
当社ではすべての飲食物を同一環境で取り扱うため、使用原材料以外のアレルゲンの微量混入を完全に防止する事ができません。
At our facilities, as all food and beverages are handled in the same environment, we are unable to completely prevent contamination with
minute quantities of an allergen other than the ingredients being used.
当社のアレルゲン情報（特定原材料７品目）は、使用原材料及び製造会社等からの原材料情報（食品表示）を基にご案内いたします。
The allergy information (seven specific raw materials) is based on the ingredient information (food labeling) of the ingredie nts used
and from their manufacturers, etc

コーヒー

COFFEE
Lobby Lounge Original Blended Coffee

¥1,250

ロビーラウンジ オリジナル ブレンド コーヒー
パプアニューギニア、エチオピア、タンザニアの選び抜かれた
特別なコーヒー豆だけをブレンドいたしました。フルーティーな香りと、質の高い酸味、
すっきりとした苦みが特徴のコーヒーです。

American Coffee

¥1,250

アメリカン コーヒー

お食事

FOOD
サンドウィッチ

Sandwich

Pastrami Beef , Ham , Cheese & Vegetable Sandwich
パストラミビーフ・ハム・チーズと野菜のサンドウィッチ

¥1,900

American Club House Sandwich

¥2,100

アメリカン クラブハウス サンドウィッチ

Iced Coffee

¥1,250

アイス コーヒー

Espresso Coffee

¥1,250

※写真はイメージです。

エスプレッソ コーヒー

Decafe

¥1,250

※写真はイメージです。

デカフェ

Café au Lait (Hot or Iced)

¥1,350

※下記メニューは 11:00 A.M. からのご用意となります。（Served from 11:00 A.M.)

カフェ・オ・レ (ホット または アイス)

Café Latte (Hot or Iced)

¥1,350

カフェ・ラテ (ホット または アイス)

Park Burger パークバーガー

Cappuccino

¥1,350

カプチーノ

単品
ドリンクセット Drink Set

ホットチョコレート（ココア）

HOT CHOCOLATE
Ghirardelli
ギラデーリ

¥1,200

¥2,400
¥2,900

※写真はイメージです。

ドリンクセット Drink Set
ブレンドコーヒー / アメリカンコーヒー / アイスコーヒー / セイロンティー / アイスティー

Blended Coffee / American Coffee / Iced Coffee / Ceylon Tea / Iced Tea

緑茶

GREEN TEA
Green Tea
緑茶

¥780

Spaghetti

Green Tea with Japanese style confectioner
緑茶 和菓子添え

¥1,580

Spaghetti Bolognese

¥1,700

スパゲッティ ミートソース

ミネラルウォーター

MINERAL WATER

スパゲッティ

Perrier
ペリエ

(330ml)

Sparkling Water

¥920

Acqua Panna
アクア パンナ

(500ml)

Still Water

¥920

当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表
示義務のある特定原材料7品目 （えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応を
ご希望のお客さまは事前にお申し出ください。
Accommodations regarding food allergies at our restaurants, banquet facilities, etc. shall cover only the seven specific rawmaterials
(shrimp, crab, wheat, buckwheat, egg, dairy, peanuts)that manufacturing companies, etc. (our food suppliers) have an obligati on to
label under the Food Labeling Act. Guests who wish for accommodations rearding any of these seven specific raw materials are asked to
make a request in advance.
当社ではすべての飲食物を同一環境で取り扱うため、使用原材料以外のアレルゲンの微量混入を完全に防止する事ができません。
At our facilities, as all food and beverages are handled in the same environment, we are unable to completely prevent contami nation
with minute quantities of an allergen other than the ingredients being used.
当社のアレルゲン情報（特定原材料７品目）は、使用原材料及び製造会社等からの原材料情報（食品表示）を基にご案内いたします。
The allergy information (seven specific raw materials) is based on the ingredient information (food labeling) of the ingredie nts used
and from their manufacturers, etc

Tomato Spaghetti with France Muginoho Pork

¥2,000

フランス麦の穂豚ベーコンのトマトソーススパゲッティ

当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表
示義務のある特定原材料7品目 （えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料 7品目の対応を
ご希望のお客さまは事前にお申し出ください。
Accommodations regarding food allergies at our restaurants, banquet facilities, etc. shall cover only the seven specific raw materials
(shrimp, crab, wheat, buckwheat, egg, dairy, peanuts)that manufacturing companies, etc. (our food suppliers) have an obligati on to label
under the Food Labeling Act. Guests who wish for accommodations rearding any of these seven specific raw materials are askedto make
a request in advance.
当社ではすべての飲食物を同一環境で取り扱うため、使用原材料以外のアレルゲンの微量混入を完全に防止する事ができません。
At our facilities, as all food and beverages are handled in the same environment, we are unable to completely prevent contami nation with
minute quantities of an allergen other than the ingredients being used.
当社のアレルゲン情報（特定原材料７品目）は、使用原材料及び製造会社等からの原材料情報（食品表示）を基にご案内いたします。
The allergy information (seven specific raw materials) is based on the ingredient information (food labeling) of the ingredie nts used
and from their manufacturers, etc

お食事

FOOD

紅茶

TEA

おすすめセットメニュー
Caesar Salad Set ◇

◇シーザーサラダセット

The Prince Park Tower Tokyo Original Blended Herb Tea
ザ・プリンス パークタワー東京 オリジナルブレンド ハーブティー

Scent of Flowers
セントオブフラワーズ

Lemony Afternoon
レモニーアフタヌーン

ハイビスカスとカシスの酸味が緊張や疲労を和ら
げてくれます。バラ（ローズレッド）やラベンダーを
ブレンドし、リラックスしたい時におすすめです。

¥1,450

レモンマートル、レモングラス、ローズマリー、
スペアミントなどが消化や巡りをサポートします。
リフレッシュしたい時におすすめです。

¥1,450

※１階 THE SHOP at the Park にて販売しております。
※写真はイメージです。

コーンスープ
Corn Soup

English Tea

イングリッシュティー

Darjeeling

インド政府御用達の紅茶鑑定士サンジャイ・

ダージリン

カプール氏がセレクトした茶葉です。
気品のある芳香と紅茶本来の甘さを感じて
いただけます。是非ストレートでどうぞ。

Assam

濃厚な味わいとしっかりしたコクと甘みは
ミルクティーに最適です。

¥1,350

切れの良い渋みと独特のウバフレーバーを
お楽しみください。

¥1,350

澄んだ明るいオレンジ色と爽やかな渋みは
紅茶のスタンダードです。

¥1,350

ダージリン、ウバと並び世界三大紅茶。
エキゾチックなスモーキーフレーバーが特徴です。

¥1,350

シーザーサラダチキン添え
Caesar Salad with Chicken

穀物トースト ヴァージンオリーブオイル
Grain Bread Toast with Virgin Olive Oil

アッサム

Uva

¥2,200

ウバ

Ceylon
セイロン
※下記メニューは 11:00 A.M. からのご用意となります。（Served from 11:00 A.M.)

◇ハーフパスタセット

Half Pasta Set ◇

Keemun
キーマン

コクのあるミルクティーです。
お好みの茶葉でお作りいたします。

Royal Milk Tea
ロイヤル ミルク ティー

¥1,350

¥1,600

ご指定がない場合はアッサムの茶葉でお作りいたします。

Flavored Tea & Herb Tea

フレーバーティーの代表。柑橘系のベルガモットの
爽やかな香りです。

¥1,350

南アフリカの先住民族の間で「不老長寿のお茶」
として古くから飲用されている健康茶です。

¥1,350

ルイボスティー

Apple Tea

青りんごの甘い香りと甘酸っぱい赤りんごの

¥1,350

Earl Grey
アールグレイ
※写真はイメージです。

コーンスープ
Corn Soup

シーザーサラダチキン添え
Caesar Salad with Chicken

フレーバーティー ＆ ハーブティー

Rooibos Tea

アップルティー

Camomile
カモミール

フルーティーな味わいです。
カモミールの花の香りと味は
気分をリラックスさせてくれます。

¥1,350

フランス麦の穂豚ベーコンのトマトソーススパゲッティ（ハーフサイズ）
Tomato Spaghetti with France Muginoho Pork
(Half Size)

¥2,350

Iced Tea

アイスティー

Iced Tea

アールグレイをベースに使用した、

アイスティー

ベルガモットの香りがさわやかなアイスティーです。

¥1,350

当店は、日本紅茶協会認定の 「おいしい紅茶の店」 です。
2006.11.1 認定
※当店で使用しているお米の産地情報については、係りにお尋ねください。
仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
表記料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料(10％)を加算させていただきます。
Price includes consumpption tax. Additional 10％will be added for service charge.

仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
表記料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料(10％)を加算させていただきます。
Price includes consumpption tax. Additional 10 ％will be added for service charge.

ソフトドリンク

SOFT DRINK
Mandarin orange Juice
温州みかんジュース
100% Grapefruits Juice
果汁100% グレープフルーツ ジュース

ワイン

WINE

¥1,280
Champagne
¥1,280

シャンパーニュ

Barons de Rothschild Brut
バロン・ド・ロスチャイルド ブリュット

Cranberry Drink
クランベリードリンク

¥1,080

キメの細かい泡とフレッシュなりんごのような果実の香り。

125ml Glass

¥2,300

750ml bottle

¥14,500

125ml Glass

¥1,300

750ml Bottle

¥8,000

125ml Glass

¥1,300

750ml Bottle

¥8,000

心地よい酸味が広がる辛口。

Apple Juice

¥970

Tomato Juice
トマトジュース

¥970

Coca-Cola
コカ・コーラ

¥970

Coca-Cola Zero
コカ・コーラ ゼロ

¥970

白ワイン

White Wine

アップルジュース

Chablis Vieilles Vignes
シャブリ ヴィエイユ ヴィーニュ
ミネラルとフレッシュさを保ち、純粋なアロマと豊かな味わい。

赤ワイン

Red Wine

Ginger Ale
ジンジャー エール

バランスが良く、コーヒー豆をローストしたような
香ばしく甘い香りのミディアムボディ。

¥970

ノンアルコールビール

Non Alcohol Beertaste

Kirin Zero Ichi

Château Cap de Faugeres
シャトー カプ・ド・フォジエール

Non Alcohol (0%ALC)

¥1,100

ウイスキー

WHISKY

キリン ゼロイチ

ビール

BEER
Draft Beer

I.W.Harper 12years

¥1,370

I.W. ハーパー 12 年

カクテル

¥1,300

生ビール

Bottle Beer

¥1,470

COCKTAIL

生ビール

Draft Beer

Chivas Regal 18years
シーバスリーガル 18年

Gin Tonic
ジン トニック

( Gin , Tonic Water )

¥1,480

Campari Soda
カンパリ ソーダ

( Campari , Soda )

¥1,480

瓶ビール

Domestic Beer ( Kirin , Asahi , Sapporo , Suntory )
国産ビール （ キリン , アサヒ , サッポロ , サントリー ）

¥1,300

Imported Beer 輸入ビール
Guinness
ギネス

¥1,400

仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
表記料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料(10％)を加算させていただきます。
Price includes consumpption tax. Additional 10 ％will be added for service charge.

当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に
表示義務のある特定原材料7品目 （えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。
特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。
Accommodations regarding food allergies at our restaurants, banquet facilities, etc. shall cover only the seven specific raw materials
(shrimp, crab, wheat, buckwheat, egg, dairy, peanuts)that manufacturing companies, etc. (our food suppliers) have an obligation to
label under the Food Labeling Act. Guests who wish for accommodations regarding any of these seven specific raw materials are
asked to make a request in advance.
当社ではすべての飲食物を同一環境で取り扱うため、使用原材料以外のアレルゲンの微量混入を完全に防止する事ができません。
At our facilities, as all food and beverages are handled in the same environment, we are unable to completely prevent contamination
with minute quantities of an allergen other than the ingredients being used.
当社のアレルゲン情報（特定原材料７品目）は、使用原材料及び製造会社等からの原材料情報（食品表示）を基にご案内いたしま
す。
The allergy information (seven specific raw materials) is based on the ingredient information (food labeling) of the ingredie nts used
and from their manufacturers, etc.

