
DELI&BAR 1899 TOKYO ８月のメニュー 

 ※記載価格はすべて税込 

◆ ランチ 11:30～14:00（13:30L.O.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今月のメイン（お好きなもの 1 種をお選びいただけます）＞ 

メイン(肉)：手羽元のスパイシーグリル 

メイン(魚)：海老かつ ビーツのソース 

＜月替わりのデリ・サラダ・スープ＞ 

デリ：抹茶バターのグリルポテト 

サラダ：トマトサラダ  紅茶と柑橘のドレッシング 

スープ（店内のみ）：ミネストローネ  9 種の野菜と 3 種の豆・穀物 

 

※お盆期間中は、仕入れの状況により一部メニューが変更になる可能性がございます。 

※ランチ営業時間帯の単品販売は行なっておりません。 

 

＜TEA BAR（ティーバー）＞ 

水だし茶 3 種（冷）・ティーバッグ 8 種（温）の「日本茶の飲み放題」 

■水だし茶（冷） 

・緑茶 

・ほうじ茶（日替わり） 

・和紅茶（日替わり） 

■ティーバッグ（温） 

・深蒸し煎茶 狭山火入れ 

・ほうじ茶 やさしさ 

・番茶 江戸番茶 

・和紅茶 紅優香 

・和紅茶×ゆず 清らか 

・和紅茶×レモングラス 和み 

・和紅茶×しょうが ぽかぽか 

・和紅茶×ローズヒップ×ハイビスカス ほがらか 

一汁三菜ボックス メイン、デリ、サラダ、ほうじ茶ごはん、スープ、 

TEA BAR（ティーバー）…日本茶の飲み放題 

980 円 

TOGO ボックス 

（テイクアウト） 

メイン、デリ、サラダ、ほうじ茶ごはん 

※TEA BAR・スープは付きません 

780 円 

水だし茶 3 種のうち 1 種は、 

フルーツが入った「フルーツインティー」で提供 



◆ カフェ・ディナー 15:00～21:00（L.O.20:30） 

【お食事】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

一汁三菜セット メイン、デリ、サラダ、ほうじ茶ごはん、スープ 980 円 

TEA BAR（日本茶の飲み放題）付き 1480 円 

TOGO ボックス 

（テイクアウト） 

メイン、デリ、サラダ、ほうじ茶ごはん 

※TEA BAR・スープは付きません 

780 円 

 

＜今月のメイン（お好きなもの 1 種をお選びいただけます）＞ 

メイン(肉)：手羽元のスパイシーグリル（380 円） 

メイン(魚)：海老カツ ビーツのソース（400 円） 

＜月替わりのデリ・サラダ・スープ＞ 

デリ：抹茶バターのグリルポテト（250 円） 

サラダ：トマトサラダ  紅茶と柑橘のドレッシング（300 円） 

スープ（店内のみ）：ミネストローネ  9 種の野菜と 3 種の豆・穀物（250 円） 

 

ごはん：ほうじ茶ごはん（150 円） 

 

※お盆期間中は、仕入れの状況により一部メニューが変更になる可能性がございます。 

※（）内は、単品販売時の価格。単品販売はカフェ・ディナータイムのみ。テイクアウト可 

 

抹茶レバーペースト 燻製した信州地鶏の抹茶レバーペースト 

※数量限定 

300 円 

1899 お茶ソーセージ 

3 種盛り合わせ 

緑茶・紅茶・番茶を練りこんだ 3 種のソーセージ 1200 円 

フィッシュ＆茶ップス 白身魚と碾茶をまぶしたポテトフライ 300 円 

スモークチーズとナッツ  

オリーブ  

鶏の唐揚げ  

鶏むね肉フライドチキン  

スティックチーズ  



【スイーツ】 

お濃茶ジェラート 京都府産お抹茶使用、竹炭入りコーン 450 円 

ジェラート各種 抹茶/なごみほうじ茶/バニラ/ 

月替わり（アルフォンソマンゴー） 

380 円 

酒茶ケーキ各種 酒抹茶ケーキ/酒ほうじ茶ケーキ/酒紅茶ケーキ 300 円 

和菓子屋のあんこ屋さんが 

作ったあんみつ各種 

プレーン/抹茶 

※テイクアウト可 

380 円 

 

【ドリンク】 

日本茶 TEA BAR（ティーバー） ティーバッグ 8 種（温）、水だし茶 3 種（冷） 500 円 

深蒸し煎茶 六煎茶 （温/冷）※7/22～販売 750 円 

和紅茶 紅優香 （温/冷）※7/22～販売 700 円 

ほうじ茶 やさしさ （温/冷）※7/22～販売 650 円 

ビール 1899 抹茶ビール 後味に抹茶が香り、濃緑色が鮮やか 790 円 

プレミアムモルツ  710 円 

わびさびジャパン 

ペールエール 

静岡県産のわさびと緑茶を使用した 

国産ビール 

800 円 

ノン 

アルコー

ル 

1899 抹茶ノンアルコール

ビール 

当店オリジナルのビールカクテルを、 

ノンアルコールでも 

720 円 

オールフリー 瓶（334ml） 450 円 

日本酒 一八九九 龍名館オリジナルの日本酒（一合） 900 円 

ワイン ハーフボトル各種 白/赤 2500 円 

 スパークリングワイン 高畠ワイナリー 嘉 シャルドネスパークリ

ング （200ml） 

2000 円 

梅酒 紀州 緑茶梅酒（550 円）、 紅南高（650 円） 

ウィスキー オールドパー12 年（800 円）、 角（600 円） 

ソフト 

ドリンク 

ホット/アイスコーヒー、アメリカン、エスプレッソ、コカ・コーラ（450 円）、 

オレンジジュース（400 円） 

店舗概要 

店舗名 DELI&BAR 1899 TOKYO （デリ&バル 1899 東京） 

住所 〒105-0004 東京都港区新橋 6-4-1（ホテル 1899東京 1F） 

交通 JR、東京メトロ、都営地下鉄、ゆりかもめ「新橋駅」から徒歩 10分 

 都営地下鉄「御成門駅」徒歩 6分／都営地下鉄「大門駅」徒歩 10分 

 JR、東京モノレール「浜松町駅」から徒歩 15分 

グランドオープン 2019年 1月 16日 定休日 土曜・日曜・祝日 

営業時間 ランチ：11:30～14:00 （L.O.13:30）   カフェ・ディナー：15:00～21:00(L.O.20:30) 

平均単価 ランチ 1000 円、カフェ 800円、ディナー3000 円 

延床面積 120平米（36.3 坪） 席数 店内 42席 

電話番号 03-3432-1890 HP https://1899.jp/hotels/tokyo/deli-bar/ 

 

――――― 報道各位からのお問い合わせ先 ―――― 

（株）龍名館 広報担当 濱田（はまだ）・山口 TEL：03-5298-2988 MAIL：p.r@ryumeikan.co.jp 

 


