E JANA
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H
T
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テ・ド・ジャンナッツ
ジャンナッツ セレクトティー

All ¥ 810
専属のティーブレンダーが厳選したジャンナッツ ティーは、
紅茶ごとにさまざまな物語を持っています。
フレーバーティー、クラシックティー、ルイボスティー・・・
今日の気分にぴったりの一杯をお楽しみください。
Each Janat Tea has been selected by
professional blenders and has a story of its own.
Flavoured tea, classic tea, rooibos tea...
Enjoy a tea of your choice to make your day.
アイスティーのメニューはクルースタッフがご案内いたします。
For details of ice teas, please ask the tea salon crew staff.

* All prices are tax included. / 表示価格は全て税込み価格です。

紅茶の特徴

ALL

FUMÉ / FLAVOURED
R
A
TE
ÉP
A
TH フレーバーティー

¥ 810

#1001 Janat Blend

ベリー系
の香り

ミルクティー
でもおすすめ

柑橘系
の香り

花の香り

ジャンナッツブレンド

厳選されたダージリンにジャスミン茶をブレンドし、
シトラス系のフルーツとローズで香りをつけた、
とても個性的なブレンドです。

Our own special blend of Jasmine tea with our hand selected darjeeling and light fragrances of rose and citrus fruits.

#1002 Comme Passion

コムパッション

南国で採れた甘酸っぱいパッションフルーツの香りをつけました。
いつまでも情熱を忘れない人のために創られた、
あなたの夢をかなえるブレンドです。

This tea is flavoured with sweet and sour passion fruits from southern countries.
A blend to make a wish come true, for those who are forever passionate.

#1003 Merci

メルシー

ストロベリーの果肉とバニラをたっぷり使った甘い香りのブレンドです。
すべてのことに感謝の気持ちを込めて創られたブレンドです。

We have created this sweetly scented tea made from vanilla and strawberries to express our gratitude.

#1006 Audace

オダス

中国茶にシシリー産のブラッドオレンジの香りをつけた甘酸っぱいさわやかなブレンドです。
チャンスを掴もうとするすべての人へ。

A refreshing sour-sweet blend of Chinese tea, flavoured with blood oranges from Sicily.
Dedicated to all the people willing to take a chance.

#1007 Tahani Luna

タハニルナ

キャラメルとクリーム、
バニラの香りが漂うユニークなブレンドです。Tahani Lunaとはオペラダンサーの名前。
自分の才能と直感を信じ、
最後まで夢をあきらめなかった彼女の努力と勇気をたたえた紅茶です。

This is a unique blend of caramel, cream and vanilla. Named after Tahani Luna an Opera dancer named after her to praise her courage and effort to believe in her talent, instinct and dreams.

#1009 Toujours Belle

テゥジューベル

マダガスカルのバニラの香りをつけた甘い香りのブレンドです。
永遠の美を讃えた紅茶です。

A deliciously sweet blend flavoured with vanilla from Madagascar. A tea made to celebrate eternal beauty.

#1010 Stradivarius

ストラディバリウス

ウーロン茶にラズベリーの実をミックスし、
ストロベリー、
レッドカラント、
レッドチェリーなどの
赤いフルーツの香りをつけた最高の一品です。

An Oolong tea mixed with raspberries and flavoured with red fruits such as strawberries, redcurrants and red cherries.

#1014 Bahja

バハジャ

セイロン茶にベルガモットの香りをつけた爽やかなアールグレイです。

A refreshing Earl Gray tea based on Ceylon, flavoured with bergamot.

* All prices are tax included. / 表示価格は全て税込み価格です。

紅茶の特徴

ALL

FUMÉ / FLAVOURED
R
A
TE
ÉP
A
TH フレーバーティー

¥ 810

#1015 Mon Amour

ベリー系
の香り

ミルクティー
でもおすすめ

柑橘系
の香り

花の香り

モナモール

木苺とその葉をミックスし、
バニラ、
アルプスの麓で採れた花の香りをつけました。
愛する人に贈るために特別に創られたブレンドです。

A blend of tea mixed with raspberries and their leaves, flavoured with vanilla and flowers from the Alps. Made to be gifted for a loved one.

#1016 Uniqua

ユニーカ

中国茶にローズの花びらをちりばめた気品のあるブレンドです。
このローズの香りは、
すばらしい香水を生み出す薔薇の産地プロバンスのグラースから届きました。

An elegant blend of Chinese tea with rose petals from the Grasse of Provence district - famous for making rose perfumes.

#1017 Bonheur

ボナー

ダージリンに少量のジャスミン茶とブルーマロウの花びらをブレンドし、
アップル、
洋ナシ、
バニラの香りをつけました。

A blend of Darjeeling with some Jasmine tea leaves and blue mallow flowers, flavoured with apples, pears and vanilla.

#1018 Côte d’Azur コートダジュール

爽やかなレモンの果肉とレモングラスの香りをつけました。

A blend of tea with refreshing lemon zest and lemon grass flavour.

#1020 Ingrid

イングリッド

セイロン茶にノルマンディー産の青リンゴの甘酸っぱい香りをつけた、
フランスでも人気のブレンドです。
優雅さと気品に満ちあふれた憧れの女性、
イングリッドに捧げた紅茶です。

A Ceylon tea flavoured with sweet and sour green apples from Normandy.
It is one of the most popular blend in France, dedicated to the elegant and dignified lady Ingrid.

#1023 C’est Moi

セモア

アップル、
アーモンド、
バニラにスパイスをミックス。
創業者ジャンナッツ・ドレスの個性を表現したブレンドです。

A blend that reflects the uniqueness of Mr. Janat Dores, mixed with apples, almonds, vanilla and spices.

#1026 La Vie en Rose

ラビオンローズ

煎茶にラズベリーの実を加え、
ストロベリーの香りをつけたフレーバードティー。
今までにない感動が味わえるブレンドです。

An impressive blend of Sencha with raspberries and flavour of strawberries.

#1027 Dance with the Clouds

ダンスウィズザクラウズ

バレンシアのグレープフルーツとオレンジの甘酸っぱいさわやかな香りが漂うブレンドです。
気球に乗って雲の上を自由にダンスするように旅をする夢を紅茶で表現しました。

A refreshing sweet and sour tea flavoured with oranges and grapefruits from Valencia,
representing an adventurous dream of dancing over the clouds in a hot air balloon.

* All prices are tax included. / 表示価格は全て税込み価格です。

紅茶の特徴

ALL

FUMÉ / FLAVOURED
R
A
TE
ÉP
A
TH フレーバーティー

¥ 810

#1040 French Breakfast

ベリー系
の香り

ミルクティー
でもおすすめ

柑橘系
の香り

花の香り

フレンチブレックファースト

スリランカの高地で採れた茶葉をブレンド。
くせのないさわやかなストロベリーティーです。
なにも入れないでストレートにいただくのがフランス流のおしゃれです。

A fresh black tea blended with tea leaves from the highlands of Sri Lanka.
This tea is favoured by the French for its subtle scent of strawberries.

#1048 Thé de Malta

テドマルタ

ベルガモットのフレーバーをつけたオーソドックスなアールグレイです。
アイスティーにしてもすっきりした水色と香りを楽しみいただけます。

An Earl Gray tea flavoured with bergamot oil from Malta. It has a clear colour and a fragrant that is perfect for ice tea.

#1055 Pomar

ポマール

リンゴと洋梨の清々しい香りがブルゴーニュ産のワイン
「ポマール」
を思わせます。
気品のある紅茶です。

An elegant blend of tea flavoured with refreshing apples and pears that will remind you of “Pommard” wine from Bourgogne.

#1057 Thé de Singapore

テドシンガポール

楊貴妃が愛したフルーツ、
ライチ。
フルーティーで甘い香りのブレンドです。

A blend of fruity tea flavoured with Lychee - the beloved fruit of Yang Guifei.

#1058 Thé de Paradis

テドパラディ

とてもジューシーなマスカットの香りの紅茶です。

A juicy blend of tea flavoured with muscat grapes.

#1059 Bahia

バイーア

バナナとチョコレートのゴールデンコンビが紅茶になりました。
まるでデザートを食べているかのような甘いブレンドです。

The tea leaves have been flavoured with chocolate and banana creating a rich blend reminiscent of a sweet desert.

#1062 Lunatica

ルナティカ

甘いブラックカラント、
ストロベリーの香りに、
爽やかなタンジェリンフレーバーのブレンドです。

A blend of tea flavoured with sweet blackcurrants, strawberries and refreshing tangerines.

#1063 Paradoxal

パラドクサル

フレッシュなグレープフルーツと、
タンジェリンフレーバーにヨーグルトピースが加わり、
サッパリとしたブレンドです。

A unique blend of tea blended with yoghurt pieces and flavoured with fresh grapefruits and tangerines.

* All prices are tax included. / 表示価格は全て税込み価格です。

紅茶の特徴

ALL

¥ 810

Darjeeling
ダージリン

Darjeeling
ダージリン

IQUE / CLASSIC
LASS
TEA
C
É
TH クラシックティー

#1029 Mohen

ミルクティー
でもおすすめ

モハン

ダージリンの茶園の中でクオリティ―シーズンに品質のよい茶葉を厳選しブレンドしました。

A selective blend of tea leaves from the Darjeeling tea garden in its quality season.

#1030 Moon Valley ムーンバレー
ダージリンの中でも優良な茶園で採れた夏摘みのお茶です。
フルーティーで軽いマスカテルフレーバーが口の中に広がります。

The tea leaves are especially picked in summer from the best Darjeeling tea plantations.
It has a fruity fragrance of muscat grapes.

Assam

アッサム

#1034 Green Wind

グリーンウインド

ディコムガーデンで採れたゴールデンチップ
（希少な茶葉の芯芽部分）
を多く含んだ
アッサムティーです。

Assam tea with golden chips of tea leaves from the Dicom Garden.

Assam

アッサム

Keemun
キーモン

#1035 Rêve de Jour

レーブドジュー

力強いテイストで水色も濃く、
ミルクティーに向いています。

A strong tea with a dark colour which we recommend you enjoy with milk.

#1036 Mai Te

マイテ

蘭の香りと形容される独特の香りと甘みが特徴です。
その昔お茶が貴重だったころの中国のマイ女王の名です。

A blend of tea flavoured with exquisite sweetness and flavour like orchid.
It was named after Queen Mai of China - in her times this tea was highly valued.

Dimbula

ディンブラ

#1037 Trois Frères トワフレー
ディンブラ地区の高地で採れた紅茶をブレンドしています。

A blend of tea leaves from highlands of Dimbula district.

Nuwara Elliya #1038 Mon Ami モナミ
ヌワラエリヤ

Uva
ウバ

ヌワラエリヤ地区の高地で採れた紅茶をブレンドしています。

A blend of tea leaves from the highlands of Nuwala Eliya.

#1039 Vol de Nuit

ボルドヌイ

ウバ地区の高地で採れた紅茶をブレンドしています。
静かでゆったりとした気分になれる紅茶です。
サンテジュクペリの小説
「夜間飛行」
から名付けられました。

A blend of tea leaves from highlands of Uva that gives you a relaxing feeling.
Named after the novel by Saint-Exupéry

Nilgiri

ニルギリ

#1051 Everest Valley エベレストヴァレー

「青い山」
を意味する紅茶ニルギリ。
クセがなく軽やかな味と香りが特徴です。

A light, mild blend of Nirgiri, meaning “blue mountains”.

* All prices are tax included. / 表示価格は全て税込み価格です。

紅茶の特徴

ALL

O S / ROO I BO
ST
OO I B
R
EA
É
ルイボスティー
TH

¥ 810

#1053 Jaibur

ジャイブール

ルイボスティーにシナモン、
カルダモンなどのスパイスをブレンド。
力強く深みのある香りが広がります。

A rooibos tea blended with spices such as cinnamon and cardamon,
with a strong, deep flavour that will awaken your taste buds.

#1054 Bora Bora

ボラボラ

ルイボスティーにみずみずしいパッションフルーツとストロベリーの香り。
リラックスした気分へ誘います。

A rooibos tea with flavours of passion fruits and strawberries that will relax you.

#1060 Erihana

エリハナ

ルイボスティーの自然の甘みと、
オレンジの甘い香りが絶妙なバランスのノンカフェインブレンドです。

A non-caffeine blend balanced with naturally sweet rooibos and sweet flavour of oranges.

#1061 Machu Pichu

マチュピチュ

ルイボスティーの自然の甘みとクッキーの香ばしい香りの、
さっぱりとしたノンカフェインブレンドです。

A non-caffeine blend neatly flavoured with naturally sweet rooibos and roasted cookies.

* All prices are tax included. / 表示価格は全て税込み価格です。

ベリー系
の香り

ミルクティー
でもおすすめ

柑橘系
の香り

花の香り

Boissons
ドリンクメニュー

Thé de Voyage
テ・ド・ヴォヤージュ（サロン限定の紅茶）

※こちらのメニューはケーキセット対象外になります。

Thé des Alpes（ Hot)

¥850

teapotティーポット

テ デ アルプス（ホット）

Darjeeling Tea with honey and lemongrass that will warm you up to the bones.

ダージリンティーをベースに蜂蜜とレモングラスを使用した、
身体の芯まで温まる紅茶です。

Janat French Oak Tea（ Hot)
ジャンナッツ フレンチオークティー

(ホット)

¥1,320

teapotティーポット

“World’s Only French Oak Tea”

Hand-picked Dimbula tea was matured in the Oak barrel. With smokey
and elegant oak flavour, this exclusive tea was created from a conversation between
Janat Dores, founder of Janat Tea and Gustave Eiffel, architect best known for the
world-famous Eiffel Tower in Paris.
世界にひとつだけ。“ジャンナッツ フレンチオークティー”
手摘みされたディンブラ茶葉をオーク樽の中で熟成。
1889年パリ万国博覧会で、
ジャンナッツ社の創設者ジャンナッツ・ドレスと
エッフェル塔の設計者ギュスターヴ・エッフェルとの話し合いをもとに誕生した、
スモーキーで上品な香りの紅茶です。

Janat 82（ Hot)

ジャンナッツ 82（ホット）

¥850

mugマグカップ

Janat’s original milk tea with a sweet scent of vanilla.
甘いバニラの香り。
ジャンナッツ特製ミルクティーです。

Voyage au Tibet（ Hot)
ヴォヤージュ オ ティベ（ホット）

¥850

mugマグカップ

Traditionnal Tibetan style tea mixed with condensed milk.

コンデンスミルクを使ったチベットの伝統的なミルクティーです。

Chocolat Chaud
ショコラ ショー

Chocolat Chaud Maya
マヤ ショコラ ショー

Very rich hot chocolate.

濃厚なホットチョコレートです。
* All prices are tax included. / 表示価格は全て税込み価格です。

¥760

mugマグカップ

Boissons
ドリンクメニュー

Thé Glacé

all ¥810

アイスティー

#1034 Green Wind
グリーン ウインド

Assam tea with golden chips of tea leaves from the best Assam tea estate.

優秀なアッサムの茶園で採れたゴールデンチップ
（希少な茶葉の芯芽部分）
を多く含んだアッサムティーです。

#1048 Thé de Malta
テ ド マルタ

Earl Grey tea processed with bergamot oil from Malta.

ベルガモットのフレーバーをつけたオーソドックスなアールグレイです。

#1060 Erihana
エリハナ

Non-caffeine blend, balanced with rooibos and the sweet flavour of oranges.

オレンジのみずみずしい香りが広がるルイボスティー。
さっぱりとしたノンカフェインブレンドです。

Today’s Ice Tea
本日のアイスティー

Our salon staff will introduce you the Ice Tea of the Day, selected from Janat’s special range of teas.
ジャンナッツおすすめの紅茶を日替わりでご用意しております。
サロンスタッフがご案内します。

Café
コーヒー

Café（ Hot or Ice)

¥640

Café au lait（ Hot or Ice)

¥690

コーヒー（ホットまたはアイス）

カフェオレ（ホットまたはアイス）

* All prices are tax included. / 表示価格は全て税込み価格です。

Boissons / Apéritif
ドリンクメニュー / アペリティフ

Boissons Non-alcoolisées
ソフトドリンク

100% Jus d’Orange ¥590
100% オレンジジュース

100% Jus de Pomme “ Bulles D’armorique” ¥690
100% スパークリングアップルジュース “ブール・ダモリック”

Boissons Alcoolisées
アルコール

all ¥710 (glass)/ ¥4,070 (bottle)

Ronan By Clinet Rouge
ロナン バイ クリネ・ルージュ

French Bordeaux Red Wine Medium Body
フランス ボルドー 赤ワイン／中重口

Ronan By Clinet Blanc
ロナン バイ クリネ・ブラン

France White Wine Dry

フランス ボルドー 白ワイン／辛口

Louis Léonard Blanc de Blancs
ルイ・レオナール ブラン・ド・ブラン

France Sparkling Medium Dry

フランス

白スパークリングワイン／やや辛口

* All prices are tax included. / 表示価格は全て税込み価格です。

