
 

 

 

  

ケーキ 2 種類 

自家製スコーン 2 種類 ・自家製キッシュ・ロレーヌ 

（スコーンはプレーン、レーズン、チーズより 2 種類お選びください。） 

トラディショナルサンドウィッチ 

紅茶（ダージリン、イングリッシュブレックファスト、アールグレイ 

よりお選びください。） 

※上記セットにスコーンを追加する場合は１個につき、 

２５０円となります。その際クリームとジャムは追加できませんので予めご了承ください 

金額には、消費税(10%)・サービス料(10%)が含まれております。 

～Try Our Favourite Tea～ 

アールグレイ 
おすすめ：ストレート or ミルク 

コク★★★ 

香り★★★★★ 

ダージリン 
おすすめ：ストレート 

コク★ 

香り★★★ 

イングリッシュブレックファスト 
おすすめ：ミルク 

コク★★★★★ 

香り★ 

ENGLISH BREAKFAST DARJEELING EARL GREY 

TRADITIONAL 

For one(1 人前内容) 

Afternoon Tea 
アフタヌーンティー 

For one(1 人前) 

※写真の量は２人前分です 

・Pastry : 

・Baked :  

 

・Sandwich : 

・Tea : 

\2,600 

※紅茶にミルクが必要な方はスタッフへお申し付けください。 



 

 

          

Afternoon Tea 
Manners アフタヌーンティーマナー講座 

#1 アフタヌーンティーはティーフード(軽食)です。 

手でお召し上がりいただいても大丈夫です。 

#2 食べる順番は自由です。 

アスコットではスコーンとキッシュを温かい状態で提供しています。 

迷った方は温かいものを美味しいうちにお召し上がりください。 

#3 スコーンは横半分に手で割り 

割ったところにクリームとジャムを塗ります。 

#4 ナイフはクリームとジャムを塗る際にご使用ください。 

#5 ポットの紅茶がなくなったり、渋くなった際は、 

「差し湯」をお持ちいたします。 

伝統的なアフタヌーンティーマナーを簡単にご紹介します。 

ぜひお試しください。 

英国ではスコーンの食べ方が 2種類に分かれます。 

 

OR 

Cream first Jam first 

・クリームを先に塗るクリームファースト 

ぜひお好きな方法でお召し上がりください。 

・ジャムを先に塗るジャムファースト 



  

High Tea 
ハイティー 

For one(1 人前) 
\3,700 

自家製ソルトビーフ、スモークサーモンサラダ、ソーセージ 

ケーキ 2 種類 

自家製スコーン 2 種類 ・自家製キッシュ・ロレーヌ 

（スコーンはプレーン、レーズン、チーズより 2 種類お選びください。） 

トラディショナルサンドウィッチ 

紅茶（ダージリン、イングリッシュブレックファスト、アールグレイ 

よりお選びください。） 

※上記セットにスコーンを追加する場合は１個につき、 

２５０円となります。その際クリームとジャムは追加できませんので予めご了承ください 

For one(1 人前内容) 

※写真の量は２人前分です 

・Appetisers : 

・Pastry : 

・Baked :  

 

・Sandwich : 

・Tea :  



  

 

  

・組み合わせ２種類をお選びください。 

 （プレーンスコーン、キッシュ・ロレーヌ、キャロットケーキ、プランプピルグリム） 

・紅茶 （ダージリン、イングリッシュブレックファスト、アールグレイより 1 種類） 

Cream Tea  \1,250 
クリームティー 

スコーン 2 種類（プレーン・レーズン・チーズより 2 種類お選びください。） 

紅茶（ダージリン、イングリッシュブレックファスト、アールグレイより 1 種類） 

※セットがケーキ・キッシュの組み合わせの場合はジャム、クリームは付きません。 

Ascot Tea  \1,250 
アスコットティー 

※プランプピルグリムは英国の巡礼地カンタベリー発祥の焼き菓子。 

ドライフルーツやスパイスの風味豊かな味わいをぜひクリームと一緒に。 

※上記セットにスコーンを追加する場合は１個につき、 
２５０円となります。その際クリームとジャムは追加できませんので予めご了承ください 

↑左から プレーンスコーン、キッシュ・ロレーヌ、 

キャロットケーキ、プランプピルグリム 組み合せ例: スコーン、キャロットケーキ 

TRADITIONAL 

Scone Plate  \750 
スコーンプレート 

※紅茶が含まれない、 
スコーンのみのプレートです。 



 

 

 

 

  

SANDWICHES 

Traditional Sandwich 
トラディショナルサンドウィッチ 

イギリスを代表するチキン、エッグ、 
キュウカンバーのシンプルなサンドウィッチ。 

中世英国では新鮮な野菜は 
貴族のステータスシンボルでした。 

Salt Beef Sandwich   
ソルトビーフサンドウィッチ 

特製ソルトビーフをイギリスパンでサンドした 
イギリスではポピュラーな一品。 

日本ではなかなか味わえない英国ビーフサンドを 
この機会にぜひ！ 

Sandwich & Quiche  
サンドウィッチ＆キッシュ 

じっくり炒めた玉ねぎとベーコンにチーズを 
たっぷり加えた自家製キッシュ・ロレーヌと 
トラディショナルサンドウィッチのセット。 

Smoked Salmon Sandwich   
スモークサーモンサンドウィッチ 

特製スモークサーモンと 
クリームチーズのサンドウィッチ。 

自家製ピクルスとともにお召し上がりください。 

\1,450 \1,450 

\1,000 \1,000 



 

 

  
Meat Pasty 
ミートパスティ 

牛挽肉と野菜を炒め、ギネスビールと 
グレービーでじっくり煮込み、 

パイ生地で包みました。 

Vegetable Pasty 
ベジタブルパスティ 

じゃがいも、人参、かぼちゃを炒めて甘みを 
出し、ブイヨンで煮込みパイ包みに。 

野菜の暖かいホクホク感が味わえる一品です。 

PASTIES 

\1,250 

\1,450 \1,450 

Chicken &Chorizo Pasty 
チキンチョリソーパスティ 

チキン、チョリソー、ポテト、玉ねぎを 
じっくり炒めピリ辛に仕上げました。 

お好みに合わせサルサソースと一緒にどうぞ。 

パスティ―は 
ランチタイム限定販売となっております 

ご注文を受けてから焼き上げますので 

３０分程度お時間をいただいております。 

 

11:00～14:00 



 

  

SIDES 

\1,600 \1,000 

Home-made 
Quiche Lorraine 

じっくり炒めた玉ねぎとベーコンに、 
チーズをたっぷりと加えた 

アスコット自慢の自家製キッシュ・ロレーヌ。 
サラダとともにどうぞ。 

自家製キッシュ・ロレーヌ 

Mini Salad 
ミニサラダ 

季節野菜のグリーンサラダ。 
自家製ドレッシングと相性抜群です。 

\350 

Appetisers 
アペタイザー盛り合わせ 

ソルトビーフ、ソーセージ、 
スモークサーモンサラダ、 

自家製キッシュ・ロレーヌ、 
ピクルスを盛り合わせた一皿。 

ビールやワインにもぴったりです。 

当店でスモークしたサーモンのサラダ。 
自家製ドレッシングが 

おいしさを引き立てます。 

Smoked Salmon Salad 
スモークサーモンサラダ 

\800 



  

 

 

  

SIDES 

\200 \500 

CAKES 

Soup of the Day 
本日のスープ 

サンドウィッチやパスティ、ライ麦パンなどと 
ご一緒にいかがでしょうか？ 

※本日のスープは時期により変更いたします。 

ヴィクトリア女王のお茶会で振舞われた 
ことから名つけられた、ティータイムに 

欠かせないイギリス伝統のお菓子。 
ジャムが際立つシンプルなケーキです。 

Victoria Sponge 
ビクトリアスポンジ 

\450 

英国のお菓子屋さんの店頭に並んでいる 
彩り豊かなカップケーキ。当店では 

ココア風味のレッドベルベットとバニラの 
味をセットでお楽しみいただけます。 

Rye-Bread 
ライ麦パン 

全粒粉をふんだんに使用しているのでビタミン、 
ミネラルが豊富。風味豊かでそのままでも 

おいしくお召し上がりいただけます。 

Fairy Cakes 
フェアリーケーキ 

\500 



 

 

 

 

 

 

 

  

Earl Grey 
and Orange Pudding 
アールグレイオレンジプディング 

オレンジプディングにアールグレイの茶葉 
を混ぜ込んだ香り高い上品なプディング。 

Chocolate Tart 
チョコレートタルト 

カカオ香るビターチョコとミルクチョコ 
を 2 層に仕上げました。ローストした 

ピスタチオとアーモンドの食感も 
一緒にどうぞ。 

Fraisier 
苺のフレジェ 

フランスの春のケーキ。ピスタチオを使用した 
バタークリームのなめらかさとベリーの酸味が 

口いっぱいに広がります。 

Lemon Pound 
レモンパウンドケーキ 

しっとりしたパウンドケーキ。 
爽やかなレモンの風味大人気です。 

Served on weekends only 

SEASONAL CAKES 

\450 \550 

\600 \600 

HOT COLD 

週末 
限定 



 

 

 

 

 

  

Scone (plain) 
with ice cream 

Scone (plain) 
with biscuits 

Biscuits 
with ice cream 

学生限定セットメニュー 

以下の 3 セットから１セットとドリンクを 1 つお選びください。 

British Pancake 
ブリティッシュパンケーキ 

薄めの生地ともちもちの食感が特徴的な 
英国のパンケーキ。本場同様レモンと 
シュガーでお召し上がりください。 

Ice-Pavlova 
アイスパヴロヴァ 

サクサクメレンゲと 
甘酸っぱいベリーソースを 

バニラアイスと一緒にどうぞ。 

・Peach Tea 

・Strawberry Tea  

・English Breakfast 

・Blackcurrant Tea 

・Apple Juice 

・Orange Juice 

\500 \600 

SEASONAL SWEETS 

STUDENT SET MENU 

\800 



 

  

Darjeeling 1st flush 
ダージリンファーストフラッシュ 

春摘みのファーストフラッシュは採りたての果実のようなフレッシュな風味が特徴的です。 

Darjeeling 2nd flush 
ダージリンセカンドフラッシュ 

夏摘みのセカンドフラッシュは「紅茶のシャンパン」とも呼ばれ、 

マスカットフレーバーというダージリン香が楽しめる一品です。 

Seasonal Tea 
季節の紅茶 

季節限定でご提供する紅茶。 
種類はスタッフにお尋ねください。 

Keemun 
キーマン 

中国紅茶の代表。キーマン香と呼ばれる薫香は 
ランの花のような優雅さが感じられます。 

English Breakfast 
イングリッシュブレックファスト 

英国で好まれる濃いブレンド茶。 
しっかりとしたコクと甘みはミルクティーに最適。 

Milk 
or Black 

Milk 
or Black 

Milk 
or Black 

Black 

Black 

LIMITED TEA 

SPECIAL TEA 

CLASSIC TEA 

\1,200 

Today’s Tea 
本日の紅茶 

スタッフが厳選した紅茶を日替わりで 
リーズナブルな値段でご提供いたします。 

種類はスタッフにお尋ねください。 

Darjeeling 
ダージリン 

ダージリン茶園の上質茶葉を使用。 
特有の芳香にフルーティさが爽やかです。 

Assam 
アッサム 

大葉アッサム種は深い香りとコクがありミルクと 
相性の良い濃厚な紅茶です。 

Ceylon Uva 
セイロンウヴァ 

世界三大銘茶のひとつ。 
すっきりとした清涼感のある正統派の紅茶です。 

\600 

\800 

\800 



 

 

 

  
Lapsang Souchong 

ラプサンスーチョン 

スモーキー茶葉を燻した独特なオリエンタルフレーバー。 
アールグレイの基の紅茶。 

Decaffeinated Orange 
デカフェ オレンジティー 

カフェインレスの紅茶に 
爽やかなオレンジの香りを付けました。 

English Rose 
イングリッシュローズ 

インド産高級茶葉にバラの花びらを盛り込みました。 
豊かさと気高さを備えた最高級の香り。 

Coconut 
ココナッツ 

ココナッツの甘い香りと紅茶のバランスは絶妙。 
ミルクと相性抜群。 

Caramel 
キャラメル 

深いアッサムティとキャラメルの薫り高いブレンド。 
ほのかに甘い風味をお楽しみください。 

Earl Grey Classic 
アールグレイ・クラシック 

中国茶葉にベルガモットで着香した紅茶。 
アフタヌーンティには欠かせない一品です。 

Earl Grey Elegance 
アールグレイ・エレガンス 

中国茶葉にレモンとオレンジピール、矢車菊の花びら 
を加えた華やかでエレガントなブレンド茶。 

Blackcurrant 
ブラックカラント 

インド茶葉にブラックカラントの実とベリーの葉を 
ブレンド。英国では定番のカシスの紅茶です。 

Peach 
ピーチ 

桃の甘い香りが漂うスウィーティーな紅茶。 
オーソドックスなケーキによく合います。 

Strawberry 
ストロベリー 

フレッシュなイチゴの薫りが口いっぱいに広がる 
フルーティな紅茶。ミルクとも合います。 

SCENTED TEA 

FLAVOURED TEA 

\800 

\800 

Milk 
or Black 

Black 

Black Black 

Milk 
or Black 

Black 

Black 

Milk 
or Black 

Black 

Milk 
or Black 



  

 

British Hills House Wine 
ブリティッシュヒルズハウスワイン 

Sparkling Wine 
スパークリングワイン 

British Hills Original 
Pride Blonde Ale 
ブリティッシュヒルズ オリジナル プライドブロンドエール 

・Red ・White ・Rose 

・White ・Rose 

200ml 

330ml 

Stella Artois 
ステラアルトワ 

Heineken 
ハイネケン 

330ml 

330ml 

OTHER DRINKS 

Organic Coffee 
オーガニックコーヒー 

Decaffeinated Coffee 
デカフェ コーヒー 

Orange Juice 
オレンジジュース 

\800 

\600 

\800 

Hot Chocolate 
ホットチョコレート 

Iced Chocolate 
アイスチョコレート 

Apple Juice 
アップルジュース 

\800 

\600 

\800 

ALCOHOL 

\1,300 

Glass 
Bottle 

\900 
\3,300 

\900 

\900 

\900 


