
After MOON Tea Set
¥3,800

14:30～18:00 (L.O.17:00)

Strawberry

＊Please choose your favorite drinks from the Selection menu. 

＊With 3 pots per person

＊Please hand out a rabbit ticket to the staff when you order your drink.

＊Cold drink, coffee, latte, is served as a glass not a pot.

＊左記よりお好きなお飲物をおえらびください

＊お飲みはお一人様 3 ポット付です

＊うさぎマークのカードで 1ポットにつき交換制とさせて頂いております

＊冷たいお飲物、コーヒー類、ラテ類はポット提供ではございません

All prices are subject to consumption tax.
料金には消費税を加算させていただきます。

Monaca of red beans paste / Monaca in the Strawberry with dumpling and cream / 
Strawberry macaron /Rose' wine Jelly

うさぎ最中 ~ 小倉餡 ~ / いちご最中 ~ 苺・団子・ホイップクリーム ~ /
苺マカロン / ロゼワインのゼリー

Top

Cream Brulee / Scone  ~With clotted cream and strawberry jam~/ Strawberry tart
クレームブリュレ / スコーン~苺ジャム、クロテッドクリーム~ / 苺のタルト 

Middle

Open sandwich ~Beet's mashed potatoes and mesclun　greens /
Avocado dip with tortilla chips / 

Sandwiches of Petit Miche ~Cream cheese and raw ham and basil~ /
Strawberry soup

オープンサンド ~ビーツのマッシュポテトとベビーリーフ~ /
アボカドディップ / トルティーヤチップス/ 

プティミッシュのサンドイッチ ~生ハム・クリームチーズ・バジル~ / 苺スープ

Bottom

2 hours limit (L.O. 30min. before)
2 時間制とさせていただいております（ラストオーダーは 30 分前）

AfterM
O

O
N

 Tea

Decaffeinated（Hot or Iced)

Decaffeinated Coffee　
Decaffeinated Café au lait
Decaffeinated EarlGrey Tea

カフェインレス コーヒー

カフェインレス カフェオレ

カフェインレス アールグレイティー

Harbal Tea
Lemongrass
Rose Hips
Rooibos
Chamomile
Mint

レモングラス

ローズヒップ

ルイボス 

カモミール

ミント

Standard
Organic Japanese Black Tea
Earl Grey Tea（Hot or Iced）

Green Tea
Roasted Green Tea
Brown Rice Tea

有機 和紅茶

アールグレイ

深蒸し煎茶 

ほうじ茶

玄米茶

Recommend
 Yuzu Green Tea（Hot） ゆず緑茶

Refreshing and vitamin C plenty of tea Yuzu
ゆずの爽やかさが効いたビタミン C たっぷりのお茶、美肌効果があります

 Caramel Roasted Tea (Straight or Latte) キャラメルほうじ茶 
Enjoy the scent of sweet caramel and fragrant roasted tea
甘いキャラメルと香ばしいほうじ茶の香りを楽しめます

Signature

No.1 Blended Healthy  MOON No.1 ブレンド ヘルシー  MOON

Deep steamed tea, Persimmon, Mulberry, Soy, Corn, Angelica, Brown rice, Ganoderma lucidum
深蒸し茶、柿、桑、大豆、コーン、明日葉、玄米、霊芝

No.2 Blended Beauty  SUN No.2 ブレンド ビューティ  SUN

Deep steamed tea, Ginger, Yuzu peel, Rooibos, Lemongrass, Olive leaves, Roses, Rose hip
深蒸し茶､ 生姜、ゆず皮、ルイボス、レモングラス、オリーブ葉、バラの花、ローズヒップ

Be restful Japanese style blend
落ち着きのある和漢ブレンド、身体の内側から元気になれるお茶

Tea to become the healthy from the inside of the body
輝かしく明るいビタミンのブレンド、リラックスしながら綺麗になれる嬉しい美容のお茶


