
桜マカロン

桜とチェリーのイボワールケーキ

桜と苺のジュレ 豆乳のパンナコッタ

Sakura macaron 

Morel lo cherry sakura ivoire cake 

Soy milk pannacotta ,  sakura strawberry jel ly 

¥1,950

¥1,600

Dessert Set menu
デザートセットメニュー

Operated by The Ritz-Carlton, Tokyo

桜マカロン
Sakura macaron ¥680

桜クッキー
Sakura Cookies ¥680

桜チョコレート
Sakura chocolate praline 
(2 pieces) ¥680

桜とチェリーのイボワールケーキ

Opalỳ s sakura tropezienne

¥680

桜クリームのブリオッシュ

Morello cherry sakura
ivoire cake

¥680
桜と苺のジュレ 豆乳のパンナコッタ
Soy milk pannacotta, 
sakura strawberry jelly ¥680

お得なお花見セットメニュー  / Recommendation

桜を味わうスイーツメニュー  / Dessert Menu

小さなサイズでいろんな味を楽しみたい方に、COLD ITEM・HOT ITEM合計12品の春限定メニューの中からお好きなアイテムを選び組み合わせる事ができます。
(同じアイテムは２個までとさせて頂きます・単品でのオーダーも可能) ※単品メニューより少量となります。

12:00-20:00 (L.O. 19:30)SUN-THU
12:00-21:00 (L.O. 20:30)FRI/SAT

※お酒は20歳になってから。お車でお越しの方の飲酒はご遠慮ください。※画像はイメージです。 

※桜の見頃時期は、21:00 まで営業 (L.O. 20:30)

“選べる”アペリティーボ “選べる”3品アペリティーボ

Aperitivo 3 items or 5 items to be serected.
Aperitivo 3 items

¥2,400

“選べる”5品アペリティーボ
Aperitivo 5 items

海老 インゲン
アスパラガスのサラダ
Shrimp salad,
green beans, asparagus 

胡麻のスティックパイ
Sesame “Feuillete”

有機野菜と
ハーブのサラダ
Organic vegetables, 
herbs and flowers salad

鯖のエスカベッシュ 
エストラゴンの香り
Mackrel “Escabeche” 
tarragon flavor

トマト モッツァレラ 
ズッキーニ バジルの
ブルスケッタ
Tomato, mozzarella, 
zucchini, basil, “Brushcetta”

スモークした
鴨胸肉のサラダ
Smoked duck breast salad

和風生春巻き
Japanese Style 
Spring roll

人参スープ 
桜と共に
Carrot soup 
infused with 
sakura flowersグリーンピースと

ミントの冷製スープ
Chilled green peas and 
mint soup

魚のリエット 
メルバトーストと共に
Fish “Rilletes” melba toast

クリスピーチキン 春野菜と共に
Crispy chicken leg, spring vegetables

春のキヌアサラダ
Spring  Quinoa salad

桜と苺のムース あずきクリーム
Strawberry red bean sakura ¥680

※価格はすべて税込です。
※メニューは変更となる場合があります。

MARTINI Blossom Lounge

さくら
メニュー
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Operated by The Ritz-Carlton, Tokyo

こだわり抜いたフードメニュー（単品）  / Food Menu

12:00-20:00 (L.O. 19:30)SUN-THU
12:00-21:00 (L.O. 20:30)FRI/SAT

※お酒は20歳になってから。お車でお越しの方の飲酒はご遠慮ください。※画像はイメージです。

※桜の見頃時期は、21:00 まで営業 (L.O. 20:30)

ミックスナッツ 胡麻のスティックパイ
Mixed nuts 

ミックスオリーブ
Mixed olives Sesame“Feuilleté”

トリュフのポップコーン
Truffle pop corn

和風生春巻き
(蟹、アボカド、紫蘇わさび)
Japanese style spring roll, crab, 
avocado, shiso wasabi 

¥1,200

有機野菜と
ハーブのサラダ
Organic vegetables, 
herbs and flowers salad

¥1,200
桜の葉で包んだ
フレッシュミルクチーズ
Wrapped fresh milk cheese 
in Sakura leave

¥1,000

グリーンピースとミントの
冷製スープ
Chilled green peas 
and mint soup

¥800
海老 インゲン アスパラガスのサラダ
ライムジンジャードレッシング
Shrimp salad, green beans, asparagus, 
lime ginger dressing

¥1,200

スモークした
鴨胸肉のサラダ
Smoked duck breast salad

¥1,200

魚のリエット
メルバトーストと共に
Fish“Rilletes”melba toast

¥800

春のキヌアサラダ
Spring Quinoa salad

¥1,000

ビーフカレー
Japanese beef curry 
served with rice

¥1,800

人参スープ
桜と共に
Carrot soup infused 
with sakura flowers

¥800
鯖のエスカベッシュ
エストラゴンの香り
Mackrel “Escabeche”
tarragon flavor

¥1,900

クリスピーチキン
春野菜と共に
Crispy chicken leg, 
spring vegetables

¥1,700
グリル野菜のパニーニ
Grilled vegetables panini 

¥1,100

Snack

トマト モッツァレラ ズッキーニ
バジルのブルスケッタ
Tomato, mozzarella, zucchini, 
basil,“Brushcetta”

¥1,500

シャルキュトリプレート
(ハムの盛り合わせ)
Assorted charcuterie plate 

¥1,800

チーズプレート
チェリージャム
Assorted cheese plate, 
cherry jam

¥2,000

All ¥500

MARTINI Blossom Lounge

※価格はすべて税込です。 ※メニューは変更となる場合があります。
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