THE ST. REGIS OSAKA
AFTERNOON TEA RITUAL

Afternoon Tea Ritual
LA PERLA Afternoon Tea
ラペルラ アフタヌーンティー
セイヴォリー
SAVORIES

ミニ カプレーゼ トマト、モッツァレラ、バジル
Mini Caprese, Tomato, Mozzarella, Basil

パニーニ パストラミ & プロヴォローネ
Panini, Pastrami & Provolone

ズッキーニ キッシュ
Zucchini Quiche

ホタテのセビーチェ、クロスティーニ
Scallop Ceviche, Crostini

ポレンタ ＆ プロシュート
Polenta & Prosciutto

スコーン
SCONE

プレーン、ベルガモット オレンジスコーン
Plain, Bergamot Orange Scone

クロテッドクリーム

レモンカード

served with Clotted Cream & Lemon Curd

スイーツ
SWEETS

ティラミス エクレア
Tiramisu Éclair

ジャンドゥーヤ & アペロールのタルト
Gianduja & Aperol Tart

フランボワーズ ローズ
Framboise Rose

ケーキピスタチオ、アマレッティクリーム
Cake Pistachio, Amaretti Cream

ショコラ ピスタチオ
Chocolate Pistachio

マカロン
Macaron

チーズケーキ
Cheese Cake

¥5,946
90 分間ご自由にお好きな紅茶とコーヒーをお楽しみ頂けます。

For 90min

Tea & Coffee free refills

料金には消費税・サービス料 15％が含まれております。
食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフに必ずお伝えください。
The price includes consumption tax and 15% service charge.
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering.

Afternoon Tea Ritual
LA PERLA Afternoon Tea
ラペルラ アフタヌーンティー
グラス

デュバルルロワ シャンパーニュ

A glass of Duval Leroy champagne

セイヴォリー
SAVORIES

ミニ カプレーゼ トマト、モッツァレラ、バジル
Mini Caprese, Tomato, Mozzarella, Basil

パニーニ パストラミ & プロヴォローネ
Panini, Pastrami & Provolone

ズッキーニ キッシュ
Zucchini Quiche

ホタテのセビーチェ、クロスティーニ
Scallop Ceviche, Crostini

ポレンタ ＆ プロシュート
Polenta & Prosciutto

スコーン
SCONE

プレーン、ベルガモット オレンジスコーン
Plain, Bergamot Orange Scone

クロテッドクリーム

レモンカード

served with Clotted Cream & Lemon Curd

スイーツ
SWEETS

ティラミス エクレア
Tiramisu Éclair

ジャンドゥーヤ & アペロールのタルト
Gianduja & Aperol Tart

フランボワーズ ローズ
Framboise Rose

ケーキピスタチオ、アマレッティクリーム
Cake Pistachio, Amaretti Cream

ショコラ ピスタチオ
Chocolate Pistachio

マカロン
Macaron

チーズケーキ
Cheese Cake

¥8,476
90 分間ご自由にお好きな紅茶とコーヒーをお楽しみ頂けます。

For 90min

Tea & Coffee free refills

料金には消費税・サービス料 15％が含まれております。
食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフに必ずお伝えください。
The price includes consumption tax and 15% service charge.
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering.

チョコレートセット

Chocolate Set
¥2,500

3 種類のチョコレート
3 Kinds of Chocolate
お好みの紅茶（ポットサービス）又はコーヒーをお選び下さい
Served with a pot of your choice of tea or coffee
単品チョコレートは 1,200 円でご利用いただけます
À la carte chocolate
¥1,200

エクレアセット 本日のセレクション

Eclair Set Today’s Selection
¥2,500
お好きなエクレアをお選びください
Selection of your choice
キャラメルアップル
Caramel Apple
ヴァローナ グアラナ＆ジバララクテ チョコレート
Valrhona ‘Jivara Lactée’ Chocolate
ストロベリー
Strawberry

お好みの紅茶（ポットサービス）又はコーヒーをお選び下さい
Served with a pot of your choice of tea or coffee

料金には消費税・サービス料 15％が含まれております。
食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフに必ずお伝えください。
The price includes consumption tax and 15% service charge.
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering.

RONNEFELDT
ロンネフェルト社 ティーシリーズ

D:Decaffeinated

カフェインフリー

1823年にJohann Tobias Ronnefeldt氏によって、設立された180年の歴史があるドイツの紅茶メーカーです。
本社はドイツのフランクフルトにあり、全て自社のレシピによりドイツ国内でブレンドしています。
４つ星・５つ星以上のホテルの多くがロンネフェルト社の紅茶が採用されており、品質の高さが証明されてい
ます。
The Ronnefeldt tea has 180 years of history, and was established in 1823 by Johann Tobias Ronnefeldt in Frankfurt, Germany. All
the teas are blended by their original recipe and packaged within the country. Many 4 and 5 star hotels around the world have
adopted Ronnefeldt tea to feature it’s excellent quality.

ティースターコレクション
TEASTAR COLLECTION

¥1,700

ロンネフェルト社のティーマイスターたちが５つ星ホテルのために作り出したお茶の芸術品です。

The art collection that Ronnefeldt’s tea misters created for only 5-star hotels.
クラシック イングリッシュ

Classic English Tea
スリランカ、インド、ケニア産のパンチの効いた茶葉をブレンドしました。ミルクティーに最適の紅茶です
Strong and aromatic top quality blend from Ceylon, India and Kenya that pairs well with milk and sugar.

ダージリン サマー

Darjeeling Summer
ヒマラヤ高地で夏のクオリティーシーズンに収穫されたダージリン茶葉を使用した紅茶です
An exquisite Himalayan highland bush plucked in summer. The Darjeeling can only grow with the ideal summer climate
and soilin Darjeeling with its ideal climate and soil.

ジュエル オブ ヌワラエリヤ

Jewel of Nuwara Eliya
スリランカのハイグロウン地区で収穫された繊細で香ばしいアロマをもつセイロンティーです
Ceylon OP All-Year Round a high-grown Ceylon with an aromatic and delicate caramel flavor.

レギュラーコレクション
REGULAR COLLECTION

¥1,700

スプリング ダージリン

Spring Darjeeling
ヒマラヤ山脈の南斜面で収穫された初摘み茶で、優しく繊細で花のような香りが特徴
The first from the southern slopes of the Himalayas. Premium tea with a gentle and delicate floral aroma.

アッサム バリ

Assam Bari
ゴールデンチップスとよばれる芯芽を多く含み、香りと風味がしっかりした味わいの紅茶
An extravagant broken tea leaf with a multitude of golden tips and the richest of aromas: strong, spicy and malty.

ライトレイト セイロン D

Light & Late Ceylon
紅茶の風味を残しつつ、セイロン茶葉からカフェインをほぼ取り除いたデカフェティー
Decaffeinated black tea. A tangy fruity Ceylon tea that has been decaffeinated using the gentle CO2 method; this ensures that the full embodied taste remains.

ゴールデンダージリン アールグレイ

Golden Darjeeling Earl Grey
芳醇な香りをもつ秋摘みのダージリンに柑橘のベルガモットの香りを付けたアールグレイティー
A rich fragrant c autumn Darjeeling blended with the refreshing citrus aroma of bergamot.

料金には消費税・サービス料 15 ％が含まれております。
食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフにお伝えください。
The price includes consumption tax and 15% service charge.
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server before ordering.

フレーバードティー
Flavored Tea
¥1,700

D:Decaffeinated

カフ

ェインフリー

アイリッシュ ウィスキークリーム

Irish Whisky Cream
コクのあるアッサム茶葉にウイスキーとカカオの芳醇な香りを加えたフレーバーティー
Flavoured black tea with whiskey and chocolate flavor. This malty Assam tea effuses a flamboyant fragranceof whiskey with a breath of
cocoa.

マンゴードリーム D

Mango Dream
セイロンティーにマンゴーの果実と香りをブレンド、トロピカルな甘さと爽やかなアロマをお楽しみいただけます
A blend of mango with Ceylon tea. Full of tropical, sweet and refreshing aroma.

モルゲンタウ D

Morgentau
煎茶にバラの花びらとマンゴー＆レモンの香りを加えた魅惑的なフレーバーティー
A fascinating tea composition with Sen-cha, flower petals and the subtle fruity flavor of mango and lemon.

ゲット ザ パワー

Get The Power
リンゴ、ハイビスカス、コーラナッツなどの果実やハーブをブレンドし、赤くずり(レッドカラント)の香りを加えました。
元気をプラスしたい時にお勧め
Bring new vitality to your life with exquisite fruits, energising cola nuts and the delicious flavor of red currants.

グリーンティ バニラ

Green Tea Vanilla
中国緑茶に凝縮されたバニラの甘い香りを加えたフレーバーティー
An intensive vanilla flavour sweetens the delicate tartness of this Chinese green tea

料金には消費税・サービス料 15 ％が含まれております。
食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフにお伝えください。
The price includes consumption tax and 15% service charge.
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server before ordering.

ハーブティー
Herbal Tea

¥1,700
D:Decaffeinated

カフェインフリー

ソフトピーチ D

Soft Peach
ハイビスカス、リンゴ、ローズヒップなどのフルーツとハーブにバニラと桃の香りを加えたノンカフェインティー
Flavoured fruit infusion with vanilla and peach flavor.

ナイトキャップ D

Night Cap Organic
カモミール、レモンバームの葉、フェンネルなどをブレンドした、気持ちをリラックスさせるブレンドハーブティー
Chamomile, lemon balm leaf, fennel etc. blended, a relaxing blended herbal tea.

モルゲンソネ D

Morgensonne
ペパーミント、ローズヒップ、マリーゴールドなどのハーブをブレンド。すっきりと爽やかなハーブティー
Blended herbs such as peppermint, rosehip, and marigold. Refreshing and delicate herb aroma.

ヴァイタル グレープフルーツ D

Vital Grapefruits
レモンのフレッシュな香りとグレープフルーツの味わいが特徴の爽やかなフルーツハーブティー
This fruit infusion stimulates and invigorates body and mind with its lemony freshness and the delicious taste of grapefruit.

ルイボス D

Rooibos
南アフリカ原産のレッドブッシュ(ルイボス)から作られた強いボディを持ったノンカフェインティー
The national beverage of South Africa: the full-bodied aromatic herbal infusion from the red bush (Rooibos).

料金には消費税・サービス料 15 ％が含まれております。
食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフにお伝えください。
The price includes consumption tax and 15% service charge.
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server before ordering.

ロイヤルミルクティー
Royal milk tea

¥2,000

※アフタヌーンティセット、エクレアセットをご利用のお客様で

+¥300

ロイヤルミルクティーをご注文のお客様

セント レジス ホテル 大阪 オリジナルティー “ネリネ”
¥1,700
The St. Regis Hotel Osaka original tea “Nerine
セントレジスホテル大阪のオリジナルブレンドティー「ネリネ」が誕生いたしました。
控えめで華やかな紅茶の香りとともに、幸せな記憶が蘇るひとときをお愉しみ下さいませ。
≪ネリネの物語≫
外の世界を知らない箱入り娘のネリネは、淡栗色の長い髪をした華奢で綺麗な若い女性で
す。
いつか華やかで煌びやかなキャロライン・アスターのような世界を夢見る中で、
かつて一度だけ見たキャロラインの記憶を大切に胸に抱きながら日々を過ごしています。
「ネリネ」は、キャロラインを彷彿させるダイヤモンドや白い花、煌びやかさを感じつつ
も、
ネリネ自身の純粋な憧れと幸せな思い出、そしてまたいつか憧れの人に会える日を
楽しみに生きている女性を表現した紅茶です。
※「ネリネ」の名はギリシャ神話に登場する美しい水の妖精ネーレーイスの名にちなんで
います。
※キャロライン・アスターはセントレジス創始者の母であり、当時のニューヨーク社交界
の
中心的存在だった華やかでエレガントな女性です。

Nerine is derived from the name of a beautiful fairy appearing in Greek mythology.
The flower language is "to look forward to meeting you again", "boxed daughter",
"glamorous"
and "happy memories"
The boxed daughter Nerine who grew up without knowing the outside world.
In dreaming of the world like the colorful and vibrant Caroline Aster
I spend my days thinking about Caroline's memories I saw once.
Diamonds and white flowers reminiscent of Caroline, even in the splendor
Nerine's own pure yearnings and happy memories,
And someday I'm looking forward to seeing Caroline
It is the St. Regis original tea that represents such a woman Nerine.

料金には消費税・サービス料 15 ％が含まれております。
食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフにお伝えください。
The price includes consumption tax and 15% service charge.
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server before ordering.

”

アート オブ ティー

Art of Tea は、2004 年創業のロサンゼルス発の
オーガニックティーブランドで、厳選された最高級有機茶葉とボタニカルを使い
様々なブレンドを作り出しています。
創業者兼マスターティーブレンダーのスティーブシュワルツは
生産農家と緊密な関係を構築し、ブレンドはすべて丁寧にハンドブレンド。
スティーブはボタニカルについての知識が大変深く、ウエルネスティーや
デザートティーなどユニークなブレンドも多く生み出してきました。
Art of Tea is a purveyor of organic and specialty teas based
in Los Angels, California since 2004.
Steve Schwartz, founder of Art of Tea, has hand-crafted various blends
with only top tier organic teas and selected botanicals sourced from all
over the world through the direct relationship with farmers.
All teas are hand blended to best preserve the flavor and aesthetics
of each ingredients.
Steve has also developed the collections of wellness teas and unique dessert teas
with his rich knowledge of botanicals and spiceshe learned through Ayurvedic
study before founding Art of Tea.

ホワイトティー
White Tea

¥1,700

オーガニック アモーレティー

Organic Amore Tea
薔薇とラベンダーの華やかなホワイトティー。芳醇なバラとラベンダーの香りと爽やかなミント。
Showy white tea of a rose and lavender.
The fragrance of the mellow rose and lavender and refreshing mint.

オーガニック ホワイトココナッツクレーム

Organic White Coconut Cream
アメリカで一番人気のリッチな香りのデザートティーです。ココナッツの甘くクリーミーな香り。
It is the most popular and rich-smelling dessert tea in America.
A sweet and creamy scent of coconut.

バタースコッチ

Butterscotch
バター風味の甘い香りが特徴の白茶のデザートティー。
The dessert tea of the white tea which features a sweet smell of butter flavor.

料金には消費税・サービス料 15 ％が含まれております。
食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフにお伝えください。
The price includes consumption tax and 15% service charge.
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server before ordering.

ソ フ トド リ ンク

Soft Drinks

コーラ
Cola

¥1,300

フレッシュ オレンジジュース
Fresh orange juice

¥1,900

コーラ ゼロ
Cola zero

¥1,300

ピンクグレープフルーツジュース
Pink grapefruit juice

¥1,300

ジンジャーエール
Ginger ale

¥1,300

アップルジュース
Apple juice

¥1,300

ブラッドオレンジジュース
Blood orange juice

¥1,300

パイナップルジュース
Pineapple juice

¥1,300

烏龍茶
Oolong tea

¥1,300

ぶどうジュース (赤 又は 白)
Grape juice (Red or White)

¥1,300

クランベリージュース
Cranberry juice

¥1,300

コーヒー
Coffee

¥1,700

エスプレッソ (シングル)
Espresso (single)

¥1,400

ノンカフェインコーヒー
Decaffeinated coffee

¥1,700

エスプレッソ (ダブル)
Espresso (double)

¥1,700

カプチーノ
Cappuccino

¥1,800

カフェ オレ
Café au lait

¥1,800

チョコレート
Chocolate

¥1,800

カフェ ラテ
Café latte

¥1,800

アクア パンナ 500ml
Aqua panna

¥1,400

サンペレグリノ
Sanpellegrino

ペリエ 330ml
Perrier

¥1,400

500ｍｌ

料金には消費税・サービス料 15 ％が含まれております。
食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフにお伝えください。
The price includes consumption tax and 15% service charge.
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server before ordering.

¥1,400

