
A F T E R N O O N
プリヴェ アフタヌーンメニュー 2:00p.m.-4:30p.m.

Petits Fours Set Privé プティフルセットプティフルセットプティフルセットプティフルセットプリヴェプリヴェプリヴェプリヴェ

プティフル5種
コーヒー、紅茶 またはハーブティー

A selection of five petits fours
coffee, tea or herbal tea

¥2,000

Chocolats Set Privé ショコラセットショコラセットショコラセットショコラセットプリヴェプリヴェプリヴェプリヴェ

オリジナルショコラ5種
コーヒー、紅茶 またはハーブティー

A selection of five original chocolates
coffee, tea or herbal tea

¥2,400

Ice cream and sherbet of the day
本日の本日の本日の本日のアイスクリームアイスクリームアイスクリームアイスクリーム＆＆＆＆シャーシャーシャーシャーベットベットベットベット

¥1,200

アイスクリーム・シャーベット3種盛り合わせ

Three assorted ice cream and sherbet flavors

Chiffon Cake Set Privé シフォンケーキセットシフォンケーキセットシフォンケーキセットシフォンケーキセットプリヴェプリヴェプリヴェプリヴェ

¥2,300

プリヴェ限定のシフォンケーキ3種よりおひとつ (抹茶、バナナ、チョコレート)

コーヒー、紅茶 またはハーブティー

A Privé special chiffon cake from a choice of 3 flavors (Matcha, banana, chocolate)
coffee, tea or herbal tea

表示価格に別途サービス料10%、消費税8%を加算させていただきます。
All prices are in Japanese Yen, subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax.

食材によるアレルギーなどがございましたら、予め係へお申し付けください。
Kindly inform our staff  prior to ordering if you have any food allergies or are observing dietary restrictions.

Privé Afternoon Tea プリヴェアフタヌーンティープリヴェアフタヌーンティープリヴェアフタヌーンティープリヴェアフタヌーンティー
¥3,900

鳥のラングドシャ／たまごのショコラ／てんとう虫のショコラ

マカロン／苺のタルト／抹茶ラミントン／グァバのムース

海老コロッケのバーガー／サーモンマリネのグリル
鴨肉のパテ／カリフラワーのフリット／ホワイトアスパラガスのパンナコッタ

苺とヨーグルトのヴェリーヌ／クランベリーとナチュールのスコーン
抹茶のロールケーキ／苺のマロンシャンティイ

コーヒー、紅茶 またはハーブティー各種

langue de chat / oval chocolate / chocolate ladybug 

macaron / strawberry tart / matcha lamington / guava mousse

shrimp croquette burger / marinated salmon
pâté with peach purée / chou-fleur frit / white asparagus panna cotta

strawberry yogurt verrine / cranberry & plain scone
matcha roll cake / strawberry marron chantilly

coffee and tea selection

With a glass of champagne グラスシャンパン付グラスシャンパン付グラスシャンパン付グラスシャンパン付きききき

¥5,700



Palace Hotel Tokyo
Special Seasonal Japanese Tea

Privé Tea Selection／／／／ティーティーティーティーセレクションセレクションセレクションセレクション

English Breakfast  Black tea, Sri Lanka
イングリッシュイングリッシュイングリッシュイングリッシュブレックファーストブレックファーストブレックファーストブレックファースト
豊かな香りと芳醇な味わいのセイロンティー

Darjeeling Moon Valley  Darjeeling, India

ダージリンダージリンダージリンダージリン ムーンバレームーンバレームーンバレームーンバレー
高貴な香りと深みのあるトップクラスの味わい

¥1,300

¥1,600

Rosehip & Hibiscus  Flower aroma, good for beauty 

ローズヒップローズヒップローズヒップローズヒップ＆＆＆＆ハイビスカスブレンドハイビスカスブレンドハイビスカスブレンドハイビスカスブレンド
花開くような甘く優しい香りのフルーツハーブティー

Camomile German camomile, calming

カモミールカモミールカモミールカモミール
「母なる薬草」甘い香り、リラクセーション効果を期待

Herb & Ginger  Ginger, lemon grass, black pepper

ハーブハーブハーブハーブ＆＆＆＆ジンジャージンジャージンジャージンジャー
生姜、レモングラス、黒こしょうが体を温めるブレンドハーブティー

Vital Grapefruit  Apple, rosehip peel, lemon grass

バイタルグレープフルーツバイタルグレープフルーツバイタルグレープフルーツバイタルグレープフルーツ
甘く優しいりんごと優雅なバラの香りが魅惑的なフルーツハーブティー

¥1,300

¥1,300

¥1,400

¥1,400

Herbal Infusion ハーブハーブハーブハーブティーティーティーティー

Coffee Selection ／／／／コーヒーコーヒーコーヒーコーヒーセレクションセレクションセレクションセレクション

Original Blended Coffee
オリジナルオリジナルオリジナルオリジナルブレンドブレンドブレンドブレンド コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー

Iced Coffee
アイスアイスアイスアイス コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー

Caffè Latte
カフェカフェカフェカフェ ラテラテラテラテ

Iced Caffè Latte
アイスアイスアイスアイスカフェカフェカフェカフェ ラテラテラテラテ

Cappuccino
カプチーノカプチーノカプチーノカプチーノ

Espresso
エスプレッソエスプレッソエスプレッソエスプレッソ

¥1,300

¥1,300

¥1,400

¥1,400

¥1,400

¥1,300

Japanese Tea ／／／／日本日本日本日本茶茶茶茶

Sencha  Green tea, Japan

煎茶煎茶煎茶煎茶 「百年の春」「百年の春」「百年の春」「百年の春」
早摘みの新芽から出るまろやかで気品高い味わい

Hojicha Roasted green tea, Kyoto, Japan

ほうじ茶「香りの芸術」ほうじ茶「香りの芸術」ほうじ茶「香りの芸術」ほうじ茶「香りの芸術」
新芽を使用したエレガントな香りと、丸みのある味わいが特徴

Low Caffeine Tea  ローカフェインローカフェインローカフェインローカフェインティーティーティーティー

Green Rooibos Strawberry Cream
Decaffeinated, strawberry, cream

グリーンルイボスグリーンルイボスグリーンルイボスグリーンルイボス ストロベリークリームストロベリークリームストロベリークリームストロベリークリーム
未発酵のルイボスと完熟ストロベリー香り、優しい味わい

Rooibos  Decaffeinated, South Africa

ルイボスルイボスルイボスルイボス
南アフリカケープタウン産、カフェインゼロ、鉄分とミネラルが豊富

Light & Ceylon  Decaffeinated, Sri Lanka

ライトライトライトライト ＆＆＆＆セイロンセイロンセイロンセイロン
香味そのままの爽やかな味わいのカフェインレス

¥1,400

¥1,400

¥1,300

¥1,300

¥1,300

Fragrance Forest Iced Sencha
Green tea, mint, Japan

森香る冷森香る冷森香る冷森香る冷煎茶煎茶煎茶煎茶
冷たい緑茶にミントの葉を浮かべた、緑豊かな季節を感じさせる一杯

Strawberry Garden Ceylon tea with strawberry aroma

ストロベリーガーデンストロベリーガーデンストロベリーガーデンストロベリーガーデン
苺の甘酸っぱさが香るセイロンティー

Special Earl Grey  Black tea with bergamot flavor

スペシャルアールグレイスペシャルアールグレイスペシャルアールグレイスペシャルアールグレイ
良質のインドティーを使用したベーシックなアールグレイ

Irish Malt  Black tea with cacao and whiskey aroma

アイリッシュモルトアイリッシュモルトアイリッシュモルトアイリッシュモルト
アッサムベースに濃厚なカカオとモルトのアロマが力強い味わい

Queen of Cherry  Black tea with wild cherry aroma

クイーンオブクイーンオブクイーンオブクイーンオブチェリーチェリーチェリーチェリー
アッサムにワイルドチェリーとアーモンドのアロマをブレンド

Morgentau Green tea with rose and mango flavor

モルゲンタウモルゲンタウモルゲンタウモルゲンタウ
緑茶ベースにバラの花とマンゴアロマで魅力的な味わい

¥1,400

¥1,300

¥1,300

¥1,300

¥1,300

Aroma Tea  アロマアロマアロマアロマティーティーティーティー

Homemade Iced Royal Milk Tea 
Organic assam, milk, syrup 

自家製自家製自家製自家製アイスアイスアイスアイス ロイヤルミルクティーロイヤルミルクティーロイヤルミルクティーロイヤルミルクティー
少量の甘みを加えバランスよく仕上げたプリヴェ特製のアイスティー

Homemade Iced Royal Masara Chai 
Milk tea with spices, syrup 

自家製自家製自家製自家製アイスアイスアイスアイス ロイヤルロイヤルロイヤルロイヤルチャイチャイチャイチャイティーティーティーティー
少量の甘みを加えスパイス香る進化したプリヴェ特製のアイスミルクティー

Classic Black  Black tea, India, Sri Lanka
アイスアイスアイスアイス クラシックブラッククラシックブラッククラシックブラッククラシックブラック
高地産の香り豊かな紅茶をブレンドしたプレーンアイスティー

Pomegranate Berry
Pomegranate, berry, citrus, hibiscus, rosehip

アイスアイスアイスアイスポメグラネイトベリーポメグラネイトベリーポメグラネイトベリーポメグラネイトベリー
美容と健康に良いザクロを主体としたフルーツハーブティー

Organic Detox
Detox tea, mint, red clover flower, burdock root, dandelion root, basil

アイスアイスアイスアイスオーガニックデトックスオーガニックデトックスオーガニックデトックスオーガニックデトックス
ペパーミントを主体にタンポポ根、ごぼう根を配合のデトックスハーブティー

¥1,700

Iced Tea  アイスアイスアイスアイスティーティーティーティー

¥1,400

¥1,700

¥1,300

¥1,400

¥1,400

表示価格に別途サービス料10%、消費税8%を加算させていただきます。
All prices are in Japanese Yen, subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax.

食材によるアレルギーなどがございましたら、予め係へお申し付けください。
Kindly inform our staff  prior to ordering if you have any food allergies or are observing dietary restrictions.


