
MENU

03. KIKI’S CREAM TEA

04. CREAM TEA & SANDWICH SET

05. CREAM TEA & BAKED SET

06. INFORMATION

※表示価格は税込価格となります
※アレルギー等はスタッフまでご相談ください
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TEA ROOM KIKI 

K I K Iはイギリススタイルのティールーム。美味しい紅茶と

自家製の英国伝統菓子・スコーンやケーキを召し上がってい

ただけます。食器はイギリスの老舗陶器ブランド「バーレイ」

を使用。優美な絵柄を愛でながら、ランチタイムやアフタヌー

ンティーと、ゆったりとした時間をお過ごしください。

KIKI is an English style tea room. You can enjoy delicious tea and homemade 

traditional English sweets, scones and cakes. The tableware uses the 

long-established British pottery brand "burleigh". Please spend a relaxing 

time with lunch time and afternoon tea while admiring the elegant design.

KIKI’s cream tea

KIKI’s クリームティー

クリームティーとは、紅茶とスコーンを一緒に食べるイギリスの喫茶習慣。そもそ

もスコーンは紅茶と共にして初めて完成する。これが主流の考え方なのです。その

ときに決まって、スコーンにはクロテッドクリームとジャムが脇に添えられます。    

K I K Iではクリームティーというおいしい文化をゆっくり楽しんでいただけます。

クリームティーのお話

1 1 :00-20:00

Recommended

内容：スコーン×2＋自家製クロテッドクリーム・ジャム＋ティーフリー

A.  KIKI ’ sクリームティー (クラシック)

B.  KIKI ’ sクリームティー (アールグレイ )

C.  KIKI ’ sクリームティー (シーズナル)

[ 下記からお選びください ]

イギリスの家庭で作られるようなカントリー風なスコーン、サクッとした食感が特徴

爽やかなアールグレイの香りを感じられるスコーン

季節限定のスコーン、詳しくはスタッフまでお尋ねください

¥ 1,870

¥ 2,035

¥ 2,035

[ 追加オプション ]

〇スコーンをアールグレイに変更 ( 1個につき )  +¥60

〇スコーンをシーズナルに変更 ( 1個につき )  +¥60

〇水出しアイスティー  +¥ 150

〇ロイヤルミルクティー ( hot )  +¥500
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クリームティー&サンドウィッチセット

Sandwich set
Cream tea and 

14:00-17:00

A. クリームティー＋スモークサーモンのサンドウィッチ

B. クリームティー＋鶏むね肉とキャロットラペのサンドイッチ

C. クリームティー＋ローストビーフのサンドウィッチ

[ 下記からお選びください ]

[ 追加オプション ]

〇スコーンをアールグレイに変更 +¥60

〇スコーンをシーズナルに変更 +¥60

〇水出しアイスティー  +¥ 150

〇ロイヤルミルクティー ( hot )  +¥500

内容：サンドウィッチ＋スコーン× 1＋自家製クロテッドクリーム・ジャム＋ティーフリー

サンドウィッチの内容：スモークサーモン、きゅうり、オレンジ

サンドウィッチの内容：鶏むね肉、人参、セミドライトマト、くるみ

サンドウィッチの内容：ローストビーフ、ホースラディッシュ、グレービーソース

19世紀にはアフターヌーンティーにも欠かせない軽食として親しまれるようになっ

たサンドウィッチ。お茶を片手にちょっぴり日常から離れ、イギリスの文化や歴史

を贅沢に堪能してみませんか？

サンドウィッチのお話

¥ 2,200

¥ 2,200

¥ 2, 365

Baked dessert set
Cream tea and 

クリームティー& ベイクドセット
1 4:00-20:00

内容：焼菓子＋スコーン× 1＋自家製クロテッドクリーム・ジャム＋ティーフリー

イギリスのお菓子には物語がいっぱい。そして遠い国のお菓子なのに、なぜか国を

超えた私たちにも懐かしい思いを抱かせる不思議な魅力があります。あなたの今日

のティータイムにちょっぴり彩りを。

焼菓子のお話

[ 追加オプション ]

〇スコーンをアールグレイに変更 +¥60

〇スコーンをシーズナルに変更 +¥60

〇水出しアイスティー  +¥ 150

〇ロイヤルミルクティー ( hot )  +¥500

A.  クリームティー＋ショートブレッド

B.  クリームティー＋キャロットケーキ

C.  クリームティー＋アップルパイ

[ 下記からお選びください ]

バターをふんだんにつかった、ほろほろと砕けるクッキー

スパイスの効いたケーキはサワークリームを添えてお召し上がりください

りんごの風味を活かし、丁寧に焼き上げたアップルパイ

¥ 1,980

¥ 2,090

¥ 2,200
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@TEAROOMKIKI / TEAROOMKIKI

『アムシュティー』は2003年に設立された紅茶ブランド。

「紅茶が皆さんの生活に安らぎを与えるものであってほ

しい」。その願いをもとに、スリランカ産の紅茶を中心

に上質な茶葉を厳選しています。

特にフレーバーティーは、みずみずしいフルーツやお花

の香りを贅沢にブレンドした豊かな味わい。渋みや苦味

の少ない、口当たりの良さが人気です。

amsu tea /アムシュティー

160年の歴史を持つ英国食器『バーレイ』。

バーレイの職人たちは、昔ながらの銅版転写方法で手作

りでの作陶を続けています。銅版に彫った図案を転写紙

に印刷し、一点ずつ手作業で陶器の表面に貼りつけてい

く。掠れやムラも風合いとして楽しめるのがバーレイの

魅力です。少しクラシカルで、どこか温かみを感じます。

BURLEIGH /バーレイ

◆ K I K Iの紅茶と食器

系列店舗



TEA ROOM KIKI

GRAND FRONT OSAKA SOUTH BUILDING 2F,

4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU,

OSAKA-SHI, OSAKA 530-001 1, JAPAN

OPEN 11 :00 - 21 :00 ( 20:00 L.O ) / ALL DAY 


