Scone and Cake Set
スコーン ケーキ セット
Plain Scone, Raisin Scone, Clotted Cream, Strawberry Jam
スコーン, クロテッドクリーム, ストロベリージャム添え
Your Choice of Cake
お好きなケーキ１種類
Coffee or Tea
コーヒー または 紅茶
2,900
wpme

Cake Set
ケーキ セット
Your Choice of Cake
お好きなケーキ１種類
Coffee or Tea
コーヒー または 紅茶
2,450
wpme

Scone Set
スコーン セット
Plain Scone, Raisin Scone, Clotted Cream, Strawberry Jam
プレーンスコーンとレーズンスコーン
クロテッドクリームとストロベリージャム添え
Coffee or Tea
コーヒー または 紅茶
2,450
wme

Cookie Set
クッキー セット
Your Choice of Two Cookies
お好きなクッキー2 種類
Chocolate Chip Cookie
Chocolate Butter Cookie
チョコレートチップ クッキー
チョコレートバタークッキー
Peanut Butter Cookie
ピーナッツバタークッキー

Oatmeal Cookie
オートミール クッキー
Coffee or Tea
コーヒー または 紅茶
1,900
wpm

w = 小麦/wheat p = 落花生/peanuts m = 乳/milk e = 卵/eggs b = そば/buckwheat c = かに/crab s = えび/shrimp
Kindly let us know if you have any food allergies or dietary requirements.
食材などにアレルギーのあるお客様は、サービススタッフにお申し出ください。
Kindly ask our Ladies & Gentlemen should you wish to know more details about the source of our ingredients.
また、食材の産地については、サービススタッフにお尋ねください。
All Prices are in Japanese Yen and subject to consumption tax and 15% service charge.
表記料金は日本円で、別途消費税・サービス料 15％を加算させていただきます。
Japanese rice. / 国産米を使用
＊Menu items or products may change based on the availability of ingredients.
＊入荷の都合により、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。

The Lobby Lounge

Dessert
デザート

Cake of the Day
ケーキセレクション

S The Ritz-Carlton Chocolate Cake

221,250

wwwww p m e

221,150

wwwww m e

ザ・リッツ・カールトンチョコレートケーキ

The S mark indicates Chef’s signature item.
メニューに表記しております S はシェフのお薦めの料理を表記しております。
w = 小麦/wheat p = 落花生/peanuts m = 乳/milk e = 卵/eggs b = そば/buckwheat c = かに/crab s = えび/shrimp
Kindly let us know if you have any food allergies or dietary requirements.
食材などにアレルギーのあるお客様は、サービススタッフにお申し出ください。
Kindly ask our Ladies & Gentlemen should you wish to know more details about the source of our ingredients.
また、食材の産地については、サービススタッフにお尋ねください。
All Prices are in Japanese Yen and subject to consumption tax and 15% service charge.
表記料金は日本円で、別途消費税・サービス料 15％を加算させていただきます。
Japanese rice. / 国産米を使用
＊Menu items or products may change based on the availability of ingredients.
＊入荷の都合により、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。

The Lobby Lounge

