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ティータイムセット 

Tea Time Set 

￥3 ,000 

平日限定 12:00-18:00 
Offered exclusively on weekdays from 12:00 to 18:00 PM 
 

オリジナルプチケーキとサンドウィッチが付いた平日限定のセットです。 

Weekday-only Tea Time Set with Westin original Petit Cake,and Sandwich. 

 

お好みのお飲み物を下記よりお選びください 

Please choose your preferred drink from below: 

JING イングリッシュ・ブレックファースト ／ JING アールグレイ ／ コーヒー ／ エスプレッソ ／ カフェオレ 

JING  English Breakfast ／ JING Earl Grey ／ Coffee ／ Espresso ／ Café au Lait 
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ケーキセット 
Westin Signature Cake Set 
 

¥1,600 
 
ウェスティンホテル東京オリジナルケーキと、コーヒーまたは紅茶のセットです。 
Your selection of The Westin Tokyo original Cake  with tea or coffee. 
 
お好みのお飲物を下記よりお選び下さい。 
Please choose your preferred drink from below: 
 
・イングリッシュ・ブレックファースト JING English Breakfast 
・アールグレイ JING Earl Grey 
・コーヒー Coffee 

・カフェインレスコーヒー Decaffeinated Coffee 

・カフェオレ Cafe au Lait 

・エスプレッソ Espresso 
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デザート 
Dessert 
 
ベリーパフェ Berry Parfait         ￥1,650 
 

チョコレートパフェ Chocolate Parfait        ￥1,650 
 

フレンチトースト 4 種のソース French Toast with 4 kinds of Sauce     ￥1,550 
 
フルーツの盛り合わせ Assorted Fruits Platter       ￥2,400 
 
ソフトクリーム Soft Cream (CREMIA)        ￥850 
 
アイスクリーム Ice Cream             Each/￥850 
 
シャーベット Sherbet             Each/￥850 
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コーヒー 
Coffee 
 
コーヒー Coffee          ¥1,100 

アメリカンコーヒー American Coffee               ¥1,100 

カフェインレスコーヒー Decaffeinated Coffee              ¥1,100 

エスプレッソ Espresso                 ¥1,100 

カフェオレ Café au Lait                                         ¥1,250 

カフェラテ Café Latte                                                                         ¥1,250 

カプチーノ Cappuccino                               ¥1,250 

エスプレッソマキアート Espresso Macchiato       ¥1,250 

メープルラテ Maple Latte         ¥1,250 

 

リキュールコーヒー Liqueur Coffee 
カフェ ロワイヤル  Café Royal         ¥1,550 
アイリッシュ コーヒー  Irish Coffee        ¥1,350 
カリプソ コーヒー Calypso Coffee        ¥1,350 
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ティー 
JING Tea 
 
紅茶 
イングリッシュ・ブレックファースト JING English Breakfast     ¥1,100 
アールグレイ JING Earl Grey         ¥1,100 
ライチ・レッド・ブラックティー JING Lychee Red Black Tea     ¥1,100 
ダージリン・セカンド・フラッシュ JING Darjeeling Second Flush    ¥1,600 
ロイヤルミルクティー  Royal Milk Tea        ¥1,200 
 
中国茶 
ジャスミン・パール JING Jasmine Pearl               ¥1,600 

 
緑茶 
毛尖緑茶(もうせんりょくちゃ) JING Jade Sword Green Tea             ¥1,100 
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ハーブティー 
Herbal Tea 
 
ペパーミント・リーフ Peppermint Leaf        ¥1,100 
ローズバッド Rose Bud          ¥1,100 
カモミール・フラワー Chamomile Flower        ¥1,450 
 
オリジナル・ハーブティー Original Blend             Each/ 各¥1,100 
 
ハーブのオリジナルブレンドです。お好みで蜂蜜と一緒にお楽しみください。           
Enjoy our original blend of fresh herbal teas with honey. 

ブラックベリー・ハイビスカス Blackberry, Hibiscus    

マリーゴールド・カモミール・レッドローズ Marigold, Chamomile, Red Rose 

ミント・ストロベリー・アールグレイ Mint, Strawberry, Earl Grey 

ジャスミン・レモンバーム・ジンジャー Jasmine, Lemon Balm, Ginger 

ハイビスカス・ミント・レモングラス Hibiscus, Mint, Lemon Grass 

お好みのハーブをお選びいただき、オリジナルのハーブティーをお作りいたします。 
Please choose your preferred fresh herbs from below to enjoy your original herb tea. 
ミント／レモンバーム／レモングラス Mint／Lemon Balm／Lemon Grass 
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ジュース 
Juice 
 
フルーツシェイク Fruit Shake            each／¥1,100 
バナナ／ストロベリー 
Banana / Strawberry 
 
オレンジジュース Orange Juice         ¥1,050 
アップルジュース Apple Juice         ¥1,100 
ロゼグレープジュース Rose Grape Juice        ¥1,100 
ホワイトグレープジュース White Grape Juice       ¥1,100 

 

抹茶ラテ & ホイップクリーム（アイス・ホット）          ¥1,250 
Green Tea Latte with Whipped Cream (Iced/Hot) 
 
チョコレートドリンク & ホイップクリーム（アイス・ホット）     ¥1,050 
Chocolate Drink with Whipped Cream (Iced/Hot) 
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その他ドリンク 
Other Drinks 
 
ミネラルウォーター・炭酸水 Mineral and Sparkling Water 
エビアン Evian       330ml   ¥800  
                                              750ml                  ¥1,000     
ペリエ Perrier        330ml   ¥800 
         750ml             ¥1.000 
サンペレグリノ San Pellegrino                           750ml               ¥1,000     

 
ソフトドリンク Soft Drink 
スプライト Sprite          ¥650 
コカ・コーラ Coca-Cola          ¥650 
コカ・コーラ ゼロ Coca-Cola Zero        ¥650 

ジンジャー・エール Ginger Ale         ¥650 
ウィルキンソン・ジンジャー・エール Wilkinson Ginger Ale                                     ¥650 
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スペシャルカクテル セレクション 
Special Cocktail Collection 
スーパーフードカクテル SuperFoodsRXTM Cocktail 
スノーホワイト(ヨーグルトリキュール・ヨーグルト・蜂蜜)                                            ￥1,900 
Snow White (Yogurt Liquor, Yogurt and Honey) 
 

エタニティ(チョコレート・シナモン・ベイリーズアイリッシュクリーム・ミルク・クリーム)          ￥1,350 
Eternity (Chocolate, Cinnamon, Baileys, Milk and Cream) 
野菜＆フルーツカクテル Vegetables & Fruits Cocktail 
シトラス グリーン（グレープフルーツ・セロリ・ジン）                                                ￥1,350 
Citrus Green (Grapefruit Juice, Celery and Gin)      
 
オータムフェスタ（マンゴージュース・オレンジジュース・パイナップルジュース・バナナ・ミルク・ブランデー）     ￥1,350 
Autumn Festa (Mango Juice, Orange Juice, Pineapple Juice, Banana, Milk and Brandy) 
低カロリーカクテル Low-Calorie Cocktail 
ロー・カロリー キューバ リブレ（ラム・コカコーラゼロ・ライム）                                     ￥1,200 
L.C. Cuba Libre (Rum, Coca-Cola Zero and Lime） 
 
ジージーティー（グレイグース・グレープフルーツジュース・トニックウォーター）                     ￥1,350 
G.G.T (Grey Goose, Grapefruit Juice and Tonic Water) 



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 allergies or special dietary requirements, please notify us when you order. 

 
 

生ビール Draft Beer 
ギネス 生ビール Guinness Draft         Half-Pint ¥1,400 Pint ¥2,700 

サッポロ 生ビール Sapporo Draft           Pilsner ¥1,300 Pint ¥2,400 

エビス 生ビール Yebisu Draft           Pilsner ¥1,300 Pint ¥2,500 

白穂乃香 Shirohonoka          ¥1,350 

 
ボトルビール Bottled Beer 
サッポロ 黒ラベル Sapporo Black Label                       ¥1,050 

エビス Yebisu                                        ¥1,050 

エビス黒 Yebisu Black           ¥1,050 

バドワイザー Budweiser          ¥1,150 
コロナ Corona           ¥1,150 

ギネス スタウト Guinness Stout         ¥1,150 
ハイネケン Heineken          ¥1,000 
 
ノンアルコールビール Non-Alcoholic Beer 
サッポロ プレミアム フリー Sapporo Premium Alcohol Free      ¥900 
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シャンパーニュ Champagne 
 
モエ エ シャンドン モエ アンペリアル                  Glass ¥2,200 Bottle ¥13,000  
Moet & Chandon Moet Imperial 
 

ヴーヴ クリコ イエローラベル                           Glass ¥2,400  Bottle ¥13,500 
Veuve Clicquot Yellow Label  
 

モエ エ シャンドン モエ ロゼ アンペリアル                                     Glass ¥2,500  Bottle ¥14,350   

Moet & Chandon Moet Rose Imperial 

 

シャンパーニュ カクテル Champagne Cocktail 

ベリーニ Bellini                                       ¥2,300 

キール インペリアル Kir Imperial                                     ¥2,300 

キール ロワイヤル Kir Royal              ¥2,300 

ミモザ Mimosa               ¥2,300 
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白ワイン White Wine 
 

マトゥア ソーヴィニョン ブラン                            Glass ¥1,200 Bottle ¥5,500 
Matua Sauvignon Blanc (New Zealand)                                          
 

トレス パッゾ ダ ブルサン アルバーニョ         Glass ¥1,300 Bottle ¥6,000 
Torres Pazo das Bruxas Albarino (Spain) 
 

シャブリ ウイリアム フェーブル                          Glass ¥1,500 Bottle ¥6,800 
Chablis William Fevre (France)            
 
シャトー フェラン ブラン                                       Glass ¥1,800 Bottle ¥8,500 
Chateau Ferrande Blanc (France) 
 
フリーマーク アビー シャルドネ                                             Glass ¥2,300 Bottle¥11,000 
Freemark Abbey Chardonnay Napa Valley (U.S.)  
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赤ワイン Red Wine 
 

ベリンジャー ファウンダーズ カベルネ ソーヴィニョン              Glass ¥1,200 Bottle ¥5,500 
Beringer Founders’ Estate Cabernet Sauvignon (U.S.) 
 

リカゾーリ キャンティ クラシコ           Glass ¥1,300 Bottle ¥6,000 
Ricasoli Brolio, Chianti Classico DOCG (Italy) 

 
シャトー フェラン ルージュ            Glass ¥1,800 Bottle ¥8,500 
Chateau Ferrande Rouge (France) 
 

シャトー サンミッシェル インディアン ウェールズ カベルネ ソーヴィニョン     Glass ¥1,600 Bottle ¥7,500 
Chateau Ste Michelle Indian Wells Cabernet Sauvignon (U.S.) 
 

ヤンガラ エステート オールド ヴァイン グルナッシュ         Glass ¥2,200 Bottle ¥11,000 
Yangarra Estate Old Vine Grenache (Australia) 
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ジャパニーズ ウイスキー Japanese Whisky 
山崎 18 年 Yamazaki 18 Years          ¥4,000 
響 21 年 Hibiki 21 Years            ¥4,600 
響 30 年 Hibiki 30 Years          ¥24,500 
竹鶴 21 年 Taketsuru 21 Years          ¥2,500 
 
シングル モルト ウイスキー Single Malt Whisky 
ザ・グレンリヴェット 12 年 The Glenlivet 12 Years         ¥1,450 

ザ・グレンリヴェット 15 年  The Glenlivet 15 Years                                ¥1,900 

ザ・グレンリヴェット 18 年  The Glenlivet 18 Years         ¥2,750 
ザ・グレンリヴェット 21 年  The Glenlivet 21 Years         ¥4,500 
ザ・グレンリヴェット 25 年  The Glenlivet 25 Years         ¥9,400 
グレンフィデック 12 年 Glenfiddich 12 Years          ¥1,750 
アードベック 10 年 Ardbeg 10 Years         ¥2,000 
ラフロイグ 10 年 Laphroaig 10 Years         ¥2,200 
グレンモーレンジ 18 年 Glenmorangie 18 Years        ¥3,000 
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スコッチ ウイスキー Scotch Whisky   カナディアン ウイスキー Canadian Whisky 

シーバス リーガル 12 年      ¥1,350  カナディアン クラブ クラシック 12 年  ¥1,500 

Chivas Regal 12 Years     Canadian Club Classic 12 Years 

シーバス リーガル 18 年        ¥2,700  クラウン ローヤル           ¥1,350 

Chivas Regal 18 Years     Crown Royal 

シーバス リーガル 25 年               ¥3,450 

Chivas Regal 25 Years     アイリッシュ ウイスキー Irish Whisky 

ロイヤル サルート 21 年   ¥3,050  ジョン ジェームソン     ¥950 

Royal Salut 21 Years     John Jameson 

バランタイン 17 年      ¥2,100  ブラック ブッシュ    ¥1,700 

Ballantine’s 17 Years     Black Bush 

ジョニー ウォカー ブラックラベル       ¥1,350   
Johnnie Walker Black Label     アメリカン ウイスキー American Whisky 
オールド パー 12 年         ¥1,950  ブラントン            ¥1,550 

Old Parr 12 Years      Blanton’s 

ブッカーズ            ¥2,050 

Booker’s  
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ジン Gin      ラム Rum 
プリマス        ¥1,050  マイヤーズ ダーク ラム    ¥1,100 

Plymouth       Myers’s Dark Rum 
モンキー47    ¥2,400  ロン セカパ センテナリオ   ¥1,550 

Monkey 47      Ron Zacapa Centenario    

タンカレー    ¥1,200     テキーラ Tequila 

Tanqueray      オルメカ ブランコ    ¥1,050 

ウォッカ Vodka      Olmeca Blanco 

アブソルート エリクス           ¥1,350  オルメカ レポサド    ¥1,050 

Absolut Elyx      Olmeca Reposado  

アブソルート マンダリン  ¥1,250           コニャック Cognac 

Absolut Mandarin      マーテル ブイエスオーピー   ¥2,100 
アブソルート シトロン   ¥1,250  Martell VSOP 

Absolut Citron      マーテル コルドンブルー   ¥3,100 

アブソルート カラント   ¥1,250          Martell Cordon Bleu     

Absolut Kurant      マーテル エックスオー    ¥4,500 
       Martell XO      
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