MOONLight High Tea
-Forest￥10,000
Please choose your Main dish and Dessert
from the Selecion menu.
右記よりメインディッシュとデザートをお選びください。

Aperitif Stand （Stand Only ￥5,500）

Main Dish
Slow roasted veal
ミルクフェッド仔牛の低温ロースト
Seasonal fresh
季節の鮮魚
Roasted "Wagyu"

+￥2,000

和牛のロースト

Dessert
苺のオペラにピスタチオのアイスクリーム

Shrimp mousse, french caviar and spikes wrapped in zucchini
車海老のムース、ズッキーニ巻き

フレンチキャビアと花穂飾り

Cucumber gazpacho and young ayu ﬁsh
with marinated watermelon and water shield
スイカのマリネとジュンサイ添え

Chocolate cake with roasted green tea espuma ice cream
チョコレートケーキにほうじ茶のエスプーマアイス

柑橘のチーズケーキとバニラのソルベ

Please choose your drinks
from the Selecion menu.

Foie gras conﬁt, sauternes jelly and melon
フォアグラのコンフィ、ソーテルヌのジュレとメロン

下記よりお飲み物をお選び下さい

Signature
ACTIVE Blended

3 stage
Clam and mushroom bourguignon
蛤とジロール茸のブルギニヨン、おかひじきの飾り

￥1,600

Citrus cheesecake and vanilla sorbet

2 stage

Pork rillettes and pistachio cracke
r豚肉のリエットとピスタチオのクラッカー

アクティブブレンド

妖艶な赤い果実等を使用した甘味にチャーミングな酸味を感じられる味わいです。
疲労回復や消化促進の効果があります。
Rose Hip , Hibiscus , Cranberry , Raspberry Leaf , Ginger , Sweet Clover

Salmon eclair with spinach
and green mustard on silver sugar decoration

POSITIVE Blended ポジティブブレンド

信州サーモンのエクレール
ほうれん草とグリーンマスタード 銀シュガーのデコレーション

整肌作用、抗炎症作用の効果があります。

月明かり注ぐ、緑生い茂る森をイメージ、穏やかで丸みのある味わいです。
Chamomile , Orange Peel , Lemongrass , Linden , Blue Marrow , Coriander Seed

RELAX Blended

4 stage

￥1,600

リラックスブレンド

大地の恵みのイメージ、黒豆やゴボウ、ハーブの根をベースに

Sea urchin, consomme and carrot mousse mint ﬂavor
雲丹とコンソメ、人参のムースのミント風味
Caviar and matcha melba toast with sour cream,
micro parsley and aroma of citrus
オセトラキャビアと抹茶のメルバトースト シトラスの香り、
サワークリームとマイクロパセリ

5 stage
Chiﬀon cake of greenpeace and scallop cream
with pie(sacristan) of cheese and pepper
グリーンピースのシフォン
ホタテのクリーム チーズと胡椒のサクリスタン
Soft boiled egg, truﬄes, mashed potatoes and oxalis
有精卵の温泉卵とトリュフ、マッシュポテトとオキザリス

6 stage

シナモンが心地よく香ります。整腸作用、免疫向上の効果があります。
Black Soy Beans , Dandelion Route , Cinnamon , Red Grape Leaf , Nettle Leaf

Recommend
Yuzu Green tea

柚子緑茶

柚子ピールが心地よく香る緑茶になります。

Caramel Roasted
Tea Latte

キャラメル 焙じ茶 ラテ

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。

Japanese Tea
Green Tea

Coffee & Tea
煎茶

ミニバゲットサンド （生ハムとブリーチーズ、ロケット菜）
Fuki miso croquet with herb mayonnaise
香草マヨネーズ

(Hot or Iced)

コーヒー

Japanese Black Tea 和紅茶

Café au lait (Hot or Iced) カフェオレ

Brown Rice Tea

Darjeeling

玄米茶

Roasted Green Tea 焙じ茶

Mini baguette sandwich (prosciutto, brie cheese and roquette)

Coﬀee

Herbal Tea
Rooibos

ルイボス

Chamomile

カモミール

ダージリン

Earl Gray (Hot or Iced) アールグレイ

MOONLight High Tea

胡瓜のガスパチョと稚鮎

ふき味噌のクロケット

￥1,700

Strawberry opera cake and pistachio ice cream

1 stage

