
Summertime Parfait
サマータイム パフェ

12:00 - 20:30
¥1,900 Each



上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。
お食事制限やアレルギーなどがございましたら、スタッフまでお申し付けください。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge.
Should you have any food allergies or special dietary requirements, please notify us when you order.

ルージュ 
Rouge Parfait

真っ赤なベリーが鮮やかなパフェ。ラズベリーをはじめとするベリーのソルベやグラニ
テに甘酸っぱいベリーのコンポートをふんだんに合わせました。
A vibrant ruby hued parfait loaded with raspberries, berry sorbet and 
compote perfect for the summer season.
内容：ラズベリー／ベリーのコンポート／ラズベリールージュソルベ／ベルガモットヨーグルトソルベ／ベリーの
コンポート／ライムのグラニテ／ベリーのコンポート
飾り：飴細工／ルビーチョコレート／ミント 
Raspberry / Berry compote / Raspberry rouge sorbet / Bergamot yogurt sorbet / Berry compote / 
Lime granita / Berry compote
Garnish: Candy art / Ruby chocolate / Mint

エキゾチック 
Exotic Parfait

パイナップルやマンゴー、パッションフルーツなどのトロピカルなフルーツの香りがは
じけるエキゾチックな風味が楽しめるパフェ
An exotic summer parfait featuring tropical fruits including pineapple, 
mango and passion fruit. 
内容：パイナップル＆マンゴー／パッションシードソース／パッションフルーツソルベ／ベルガモットヨーグルト
ソルベ／ライムのグラニテ／パイナップル＆マンゴー
Pineapple & mango / Passion seed sauce / Passion fruit sorbet / Bergamot yogurt sorbet / Lime  
granita / Passion seed sauce / Passion fruit sorbet / Passion fruit sorbet / Pineapple & mango / 
Passion seed sauce

シトラス 
Citrus Parfait

ふんだんにつかったピンクグレープフルーツの果実のひんやり冷たい食感が夏にふさ
わしい爽やかなパフェ。シトラスフルーツの酸味とヨーグルトクリームのクリーミーな
アクセントの絶妙なバランスをお楽しみいただけます。
A refreshing citrusy parfait featuring pink grapefruit and yogurt cream for 
a tart yet creamy summer sensation.
内容：（下から）：ピンクグレープフルーツ／ヨーグルトクリーム／シトラスフルーツソルベ／ピンクグレープフルーツ
のソルベ／ベルガモットヨーグルトソルベ／ライムのグラニテ／ピンクグレープフルーツ／シトラスフルーツソルベ／
ヨーグルトクリーム
飾り：セミドライレモン／飴細工／ラズベリー／ミント
Pink grapefruit / Yogurt cream / Citrus fruit sorbet / Pink grapefruit sorbet / Bergamot yogurt 
sorbet / Lime granita / Pink grapefruit / Citrus fruit sorbet / Yogurt cream
Garnish:  Semi-dried lemon / Candy art/ Raspberry / Mint

左から　From Left



Twilight Parfait
トワイライト パフェ

16:30 - 20:30
¥2,300 Each



上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。
お食事制限やアレルギーなどがございましたら、スタッフまでお申し付けください。
All prices are subject to consumption tax and 13% service charge.
Should you have any food allergies or special dietary requirements, please notify us when you order.

ビター＆ミルクチョコレートパフェ 
Bitter & Milk Chocolate Parfait

爽やかに楽しめる夏のチョコレートパフェ。フランス産のビターチョコレートとミルク
チョコレートをつかったアイスやフォンダン、グラニテに、夏のフルーツとココナッツの
シャーベットを合わせて仕上げました。マールドシャンパーニュに漬けた爽やかな甘
さのグリーンレーズンが大人の風味です。
A summer chocolate parfait with a mix of French bitter chocolate and 
milk chocolate combined with summer fruits and coconut sorbet for a 
refreshing flavor. The champagne infused green raisins elevates the parfait 
to the next level.
内容（下から）ラクテクリーム／グリーンレーズン マールドシャンパーニュ漬け／オレンジスライス・レモンスラ
イス／エキゾチックココナッツソルベ／チョコレートグラニテ／チョコレートフォンダン／チョコレートアイス／
クランブル／グリーンレーズン マールドシャンパーニュ漬け／生チョコレート
飾り：オパリーヌ／チョコレート飾り　※マールドシャンパーニュ使用
Milk chocolate cream / Champagne infused green raisins / Orange slice / Lemon slice / Exotic 
coconut sorbet / Chocolate granita / Chocolate fondant / Chocolate ice cream / Crumble /  
Champagne infused green raisins / Chocolate 
Garnish: Opaline / Chocolate decoration  *contains alcohol

メロン杏仁パフェ 
Apricot Melon Parfait

フレッシュな角切り国産メロンをふんだんにつかったアマレット香る大人のメロンパ
フェ。杏仁風味のアイスがエキゾチックなフレーバーを添えます。メロンとアマレット
の甘いハーモニーをお楽しみください。
An elegant amaretto-infused melon parfait loaded with fresh melon cubes 
and rich apricot ice cream for an indulgent sensation. 
内容（下から）：ヨーグルトクリーム／杏仁アイス／フレッシュメロン／エキゾチックソース／メロンパルフェ／
タピオカ／杏仁アイス／フレッシュメロン
飾り：チョコレート／飴細工　※アマレット使用
Yogurt cream / Apricot ice cream / Melon / Exotic sauce / Melon parfait / Tapioca / Apricot ice 
cream / Melon
Garnish: Chocolate / Candy craft  *contains alcohol

パイナップル＆パッションフルーツパフェ 
Pineapple & Passion Fruit Parfait

甘酸っぱいパイナップルにラム酒とココナッツのリキュールを合わせた南国の香りあ
ふれるパフェです。パッションフルーツのトロピカルフルーツに合わせたココナッツの
グラニテが甘く軽やかなアクセントを添えます。
A summer rum and malibu-infused parfait featuring pineapple, coconut 
and passion fruit notes for an exotic experience. 
内容（下から）：クランブル／ベルガモットヨーグルトのソルベ／エキゾチックココナッツシャーベット／パッションフ
ルーツソルベ／ココナッツグラニテ／ラムとマリブにマリネしたパイナップル／パッションシードソース
飾り：ココナッツビスキュイ／タイム／ライムゼスト　※ラム、マリブ使用
Crumble / Bergamot yogurt sorbet / Exotic coconut sorbet / Passion fruit sorbet / Coconut 
granita / Rum and Malibu infused pineapple / Passion seed sauce
Garnish: Coconut Biscuit / Thyme / Lime Zest  *contains alcohol

左から　From Left


