Drinks
ビバレッジ
Champagne & Wine

Soda

シャンパン&ワイン

ソーダ

The Peninsula Champagne - France
ザ・ペニンシュラシャンパン
¥2,500

Coca-Cola / Coke Zero
コカコーラ / コーラゼロ
¥600

Bodega Norton Extra Brut - Argentina
ボデガノートン スパークリングワイン
¥1,000
Baron Philippe de Rothschild
Chardonnay - France
バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド
シャルドネ 白
¥1,000
Baron Philippe de Rothschild
Syrah - France
バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド
シラー 赤
¥1,000

Ginger ale
ジンジャーエール
¥600
Italian soda – please choose a flavor
イタリアンソーダ – 下記よりフレーバーをお選びください
¥700
Wild Berry / ワイルドベリー
Blood Orange / ブラッドオレンジ
Pink Grapefruit / ピンクグレープフルーツ
Peach / ピーチ
Pineapple / パイナップル

Juice

ジュース

Beer

ビール
Draft - Suntory “Premium Malts”
生ビール サントリー”プレミアムモルツ”
¥900
Bottled “Peter” beer - Blue / Red
Peterビール ブルー / レッド
¥1,200
Non-alcoholic - Suntory “All Free”
ノンアルコールビール サントリー”オールフリー”
¥900

Orange
オレンジジュース
¥800
Grapefruit
グレープフルーツジュース
¥800
Mango
マンゴージュース
¥800

Mineral Water

ミネラルウォーター

Cocktails

カクテル
Mango bellini (mango juice and sparkling wine)
マンゴーベリーニ
¥1,000
Apple beer (apple juice and beer)
アップルビア
¥900
Double berry mixer
(fresh berries, white rum and tonic water)
ダブルベリーミキサー
¥1,200

Sant Aniol still - Spain
サンタニオル スペイン産 ガスなし
¥900
Sant Aniol sparkling – Spain
サンタニオル スペイン産 ガスあり
¥900
The Peninsula still - Japan
ザ･ペニンシュラウォーター ガスなし
¥800
The Peninsula sparkling - Japan
ザ･ペニンシュラウォーター ガスあり
¥800

This menu is for reference only, as individual dishes and prices may change from time to time.
Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.
上記メニューは参考メニューであり、メニュー内容、料金は変更になる場合がございます。
料金には消費税が含まれており、別途15%のサービス料を加算させていただきます。

Coffee

English Tea

コーヒー

紅茶

The Peninsula Café serves certified “Rainforest Alliance” coffee.
ザ・ペニンシュラカフェではレインフォレストアライアンス認証農園で栽培された
コーヒー豆を使用しています。

All / 全て ¥950
The Peninsula original coffee
ザ・ペニンシュラオリジナルコーヒー
Decaffeinated coffee
カフェインレスコーヒー
Espresso
エスプレッソ

All / 全て ¥950
The Peninsula blend tea
ザ・ペニンシュラブレンドティー
The Peninsula afternoon tea
ザ・ペニンシュラアフタヌーンティー
The Peninsula breakfast tea
ザ・ペニンシュラブレックファストティー
Assam tea
アッサムティー

Cappuccino
カプチーノ

Darjeeling tea
ダージリンティー

Cafe Latte
カフェラテ
Flavored Cafe Latte– please choose flavor
フレーバードラテ – 下記よりフレーバーをお選びください
+ ¥100
Vanilla/ バニラ
Caramel / キャラメル
Almond / アーモンド
Hazelnut / ヘーゼルナッツ

Earl grey tea
アールグレイティー
Iced tea
アイスティー

Herbal Tea

ハーブティー
All / 全て ¥950

Chinese Tea

Peppermint tea
ペパーミントティー

中国茶
All / 全て ¥950
Jasmine tea
ジャスミンティー
Puer tea
プーアルティー

Rose petal tea
ローズペタルティー
Chamomile tea
カモミールティー

Oolong tea
ウーロンティー

This menu is for reference only, as individual dishes and prices may change from time to time.
Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.
上記メニューは参考メニューであり、メニュー内容、料金は変更になる場合がございます。
料金には消費税が含まれており、別途15%のサービス料を加算させていただきます。

Weekday Happy Hour
ハッピーアワー（平日限定）
5:00 pm – 6:30 pm
All / 全て ¥700

Draft - Suntory “Premium Malts”
生ビール サントリー”プレミアムモルツ”
Bodega Norton Extra Brut
Sparkling Wine - Argentina
ボデガノートン スパークリングワイン
Baron Philippe de Rothschild
Chardonnay - France
バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド
シャルドネ 白
Baron Philippe de Rothschild
Syrah- France
バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド
シラー 赤
Mango Bellini (mango juice and sparkling wine)
マンゴーベリーニ
Apple Beer (apple juice and beer)
アップルビア
Orange Juice
オレンジジュース
Grapefruit Juice
グレープフルーツジュース
Mango Juice
マンゴージュース
Italian Prosciutto
イタリア産生ハム
Smoked Salmon
スモークサーモン
Fried Potatoes
フライドポテト

This menu is for reference only, as individual dishes and prices may change from time to time.
Price includes consumption tax and is subject to a 15% service charge.
上記メニューは参考メニューであり、メニュー内容、料金は変更になる場合がございます。
料金には消費税が含まれており、別途15%のサービス料を加算させていただきます。

Weekday Pasta Lunch
パスタランチ（平日限定）
11:00 – 2:30 pm (last order)

¥990
パスタの大盛りも承ります

Petit salad and soup
サラダとスープ
GGG

Pasta of the day
本日のパスタ

GGG
Dessert of the day (+ ¥500)
本日のデザート
Supplement with set menu 食後にいかがでしょうか
Coffee or tea コーヒー または 紅茶
¥500

Weekday
Mango Temptation
マンゴーテンプテーション（平日限定）
11:00 – 6:30 pm (last order)

¥2,000
One-plate meal inspired by the mango
マンゴーを使用した夏らしいワンプレートミール

Mango juice
マンゴージュース
Mango and summer vegetable salad, mango yogurt dressing
マンゴーと夏野菜のサラダ マンゴーヨーグルトドレッシング
Gazpacho with mango coulis
完熟トマトとマンゴーのガスパチョ
Pasta Capellini with mango, petit tomato and baby scallop
マンゴー、ミニトマト、小柱の冷たいカッペリーニ
Mango, potato and mascarpone sandwich
マンゴー、ポテト、マスカルポーネチーズのサンドウィッチ
Pork “shabu shabu” with fresh mango, café style
豚肉とマンゴーの冷製しゃぶしゃぶ カフェスタイル

Mango pudding
マンゴープリン

Mango tea
マンゴーティー

This menu is for reference only, as individual dishes and prices may change from time to time.
Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.
上記メニューは参考メニューであり、メニュー内容、料金は変更になる場合がございます。
料金には消費税が含まれており、別途15%のサービス料を加算させていただきます。

Chef’s Menu
シェフのおすすめ3品コース
11:00 – 6:30 pm (last order)

¥2,500

Apéritif
食前酒
Please choose your favorite apéritif from the selection below.

お好きな食前のお飲物を下記よりお選びください。
Sparkling wine, white or red wine and juice
スパークリングワイン、白・赤ワイン、ジュース
GGG

Soup or appetizer
スープ または 前菜
GGG
Main dish of the day
本日のメイン料理
GGG
Dessert of the day
or
Mango pudding (+ ¥500)
本日のデザート
または
マンゴープリン(+ ¥500）
GGG
Coffee or tea
コーヒー または 紅茶

This menu is for reference only, as individual dishes and prices may change from time to time.
Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.
上記メニューは参考メニューであり、メニュー内容、料金は変更になる場合がございます。
料金には消費税が含まれており、別途15%のサービス料を加算させていただきます。

Café Menu
Available on weekends and national holidays only

カフェメニュー（土日祝祭日限定）
11:00 – 6:30 pm (last order)

¥1,800

Apéritif
食前酒
Please choose your favorite apéritif from the selection below.

お好きな食前のお飲物を下記よりお選びください。
Sparkling wine, white or red wine, juice
スパークリングワイン、白・赤ワイン、ジュース
GGG

Soup or appetizer
スープ または 前菜
GGG
Main dish of the day
本日のメイン料理

This menu is for reference only, as individual dishes and prices may change from time to time.
Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.
上記メニューは参考メニューであり、メニュー内容、料金は変更になる場合がございます。
料金には消費税が含まれており、別途15%のサービス料を加算させていただきます。

Summer Experience
Available on weekends and national holidays only

サマーエクスペリエンス（土日祝祭日限定）
2:30 pm – 6:30 pm (last order)

¥1,800
夏のスイーツが揃った“スイーツアフタヌーンティープレート”を
オリジナルブレンドコーヒーまたは紅茶と共にお楽しみください。

Parfait and sorbet
パフェ＆シャーベット
Mango shortcake
マンゴーショートケーキ
Apricot tart
アプリコットのタルト
Macaron
マカロン
Petit mango pudding
マンゴープリン
Blueberry compote and yogurt ice-cream
ブルーベリーコンポート＆ヨーグルトアイスクリーム
Cake of the day
本日のケーキ
Bonbon chocolate
ボンボンショコラ
Coffee or tea
コーヒー または 紅茶

This menu is for reference only, as individual dishes and prices may change from time to time.
Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.
上記メニューは参考メニューであり、メニュー内容、料金は変更になる場合がございます。
料金には消費税が含まれており、別途15%のサービス料を加算させていただきます。

Á la carte

アラカルト

Soup of the day
本日のスープ

¥1,000

Gourmet Scottish salmon salad with fresh cream cheese
グルメサラダ
スコットランド産サーモンとフレッシュクリームチーズ

¥1,400

Baguette sandwich with corned beef
Deep fried potato and eggs, chili beans sauce
コンビーフのバゲットサンドイッチ
フライドエッグとチリビーンズソース添え

¥1,600

Fresh tagliolini
with baby scallop and bottarga, lemon cream sauce
姫ホタテとカラスミのタリオリーニパスタ レモンクリームソース

¥1,800

Donburi rice bowl of the week, seasonal salad
今週の丼 サラダ添え

¥1,500

This menu is for reference only, as individual dishes and prices may change from time to time.
Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.
上記メニューは参考メニューであり、メニュー内容、料金は変更になる場合がございます。
料金には消費税が含まれており、別途15%のサービス料を加算させていただきます。

Dessert

デザート

Cake set
Fresh cake of the day with your choice of coffee or tea
本日のケーキセット (コーヒーまたは紅茶付き）

¥1,200

¥1,300
"Pain perdu "
Café original French toast with cinnamon ice-cream
"パンペルデュ"
カフェオリジナルフレンチトースト シナモンアイスとメープルシロップを添えて
Mango pudding
Seasonal fruits with coconut ice-cream
マンゴープリンとココナッツアイスクリーム 季節のフルーツ添え

¥1,100

Selection of homemade ice-cream and sorbet
自家製アイスクリーム シャーベット
Please select 2 flavors from today's selection
お好みの2種類をお選びいただけます。

¥800 / 2 scoops

This menu is for reference only, as individual dishes and prices may change from time to time.
Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.
上記メニューは参考メニューであり、メニュー内容、料金は変更になる場合がございます。
料金には消費税が含まれており、別途15%のサービス料を加算させていただきます。

