Coffee

Strawberry Drink (Non-Alcohol)

Specialty Coffee

Champagne & Wine
Champagne

コーヒーマイスター厳選こだわりの一杯

京王プラザホテル開業 50 周年記念シャンパン

パイパー エドシック エッセンシエル

ホンジュラス アサクアルパ ハニー
Honduras Azacualpa Honey

Piper-Heidsieck Essentiel by Keio Plaza Hotel

優しい酸味とピーチを感じさせてくれる爽やかな甘さ

¥1,600
ブレンドコーヒー（アイス／ホット）
Blend coffee (Ice/Hot)

¥1,350

アメリカンコーヒー（ホット）
American coffee (Hot)

1,350

エスプレッソ（ホット）
Espresso (Hot)

1,350

カフェオレ（アイス／ホット）
Café au lait (Ice/Hot)

1,400

カプチーノ（ホット）
Cappuccino (Hot)

1,400

カフェラテ（アイス／ホット）
Café latte (Ice/Hot)

1,400

豆乳カフェラテ（アイス／ホット）
Soy milk café latte (Ice/Hot)

1,400

カフェインレスコーヒー（ホット）
Decaffeinated coffee (Hot)

1,350

苺のスイートオレ
Strawberry sweet au lait

苺とクリームの甘みを合わせた濃厚な一杯

苺のみで作った贅沢なジュース

¥2,800

¥1,800

ジェイコブス クリーク シャルドネ
Jacob’s Creek Adelaide Hills Chardonnay

Sweet & Drink set
【ケーキセット】
¥1,950
お好みのケーキとコーヒーまたは紅茶のセット
Cake set: your choice of cake with coffee or tea
お飲み物を下記からひとつお選びください
ブレンドコーヒー・カフェラテ・カフェオレ・アメリカンコーヒー・エスプレッソ
カプチーノ・ホテルブレンドティー・アールグレイ・アイスティー
お好みのケーキを下記からひとつお選びください

オリジナルホテルブレンド（ホット）
Original hotel blend (Hot)

¥1,350

アールグレイ（アイス／ホット）
Earl grey (Ice/Hot)

1,350

ロイヤルミルクティー（アイス／ホット）
Royal milk tea (Ice/Hot)

1,400

Juice
【和歌山】

津南高原にんじんミックスジュース【新潟】
Carrot mix

¥1,600
1,300

※にんじん・りんご・レモン・梅エキスがミックスされています

Original Ginger Drink
自家製ジンジャーエール
Original ginger ale
シナモンジンジャーミルクティー（ホット）
Cinnamon ginger milk tea (Hot)

¥1,500
1,500

Glass
Bottle

¥3,200
20,000

Glass
Bottle

¥1,400
7,500

Glass
Bottle

¥1,450
8,000

White Wine
Red Wine

ジェイコブス クリーク シラーズ
Jacob’s Creek Adelaide Hills Shiraz

Beer
ザ・プレミアムモルツ（生ビール）
The premium malt`s (Draft)
ノンアルコールビール
Non-alcohol beer

¥1,450
1,350

Seasonal Cocktail
苺のショートケーキ

苺のシャンパンカクテル
Strawberry champagne cocktail

ガトーマルジョレーヌ★
アップルパイ
★印はアルコールを使用しております

京王プラザホテルオリジナルマロンシャンティ

（ 苺, ストロベリーリキュール, ストロベリーシロップ
パッションフルーツシロップ , シャンパン ）

Chestnut Chantilly cream

旬の苺の甘さが広がるラグジュアリーな一杯

バニラアイスクリームを濃厚なマロンペーストと
生クリームで包んだ贅沢なスイーツ

Tea

紀州有田みかん 100％ジュース
Japanese mandarin orange

苺のフレッシュジュース
Strawberry fresh juice

50 年間の感謝の気持ちを込めて
開業以来初のオリジナルシャンパン

¥3,200

Cocktail

【ドリンクセット】
お飲み物を下記からひとつお選びください
Sweet set: your choice of coffee or tea

ブレンドコーヒー・アメリカンコーヒー
エスプレッソ・アイスコーヒー
ホテルブレンドティー・アールグレイ・アイスティー

Smart Cocktail ※アルコール度数 3%未満のカクテル
ドリンクセット ¥2,250
スイーツのみ ¥1,300

侘寂 ~わびさび~

お一人様 ¥2,500

【セレクトプラン】お飲物２杯＆お料理１品

お一人様 ¥3,900

※お飲物は下記メニューより、セレクトプランのお料理はメニュー裏面よりお選び下さい
プランドリンクメニュー
■ウイスキー
竹鶴ピュアモルト
シーバスリーガル 12 年
デュワーズ 12 年
ジョニーウォーカーブラック
I.W.ハーパーゴールドメダル
ジャックダニエルブラック
カナディアンクラブ 12 年
クラウンロイヤル
ジョンジェムソン
■ソフトドリンク
コーヒー
カフェラテ
カフェオレ
カプチーノ
エスプレッソ
ホテルブレンドティー
アールグレイティー
ウーロン茶
コカ・コーラ
ジンジャーエール
オレンジジュース
グレープフルーツジュース

¥1,650

WABISABI

1,650

ベリーニ

Bellini

2,200

キールロワイヤル

Kir royal

2,200

フレンチ７５

French75

2,200

シンガポールスリング

Singapore sling

1,850

アメリカンレモネード

American lemonade

1,850

アプリコットクーラー

Apricot cooler

1,850

マティーニ

Martini

1,650

サイドカー

Side car

1,750

雪国

Yukiguni

1,650

シャンディガフ

Shandy gaff

1,750

レッドアイ

Red eye

1,750

Champagne Cocktail

【ほろ酔いプラン】お飲物２杯＆ドライスナック

Smart botanical highball

（ジン, トニックウォーター, コリアンダービターズ）
（抹茶リキュール, 豆乳）

Recommend Plan

■スパークリングワイン／グラスワイン（赤・白）
■生ビール／瓶ビール／ノンアルコールビール
■ショートカクテル
エスプレッソマティーニ
アップルジャック
アレキサンダー
ホワイトレディ
ギムレット
コスモポリタン
カミカゼ
ダイキリ
エックスワイジー（XYZ）
マルガリータ
エル ディアブロ
ラスティネイル
サイレントサード
■ロングカクテル
ジントニック
ソルティドッグ
シーブリーズ
ブラッディシーザー
ソル クバーノ
モヒート
マタドール
エバーグリーン
ハイランドクーラー ジョンコリンズ
カシスソーダ
マリブパイン
カルーアミルク
スプモーニ
■ノンアルコールカクテル
サラトガクーラー
バージンベイブリーズ

スマート ボタニカル ハイボール

Long Cocktail

Short Cocktail

Beer Cocktail

Meals

Whisky
Japanese Whisky
竹鶴 21 年

TAKETSURU 21y

余市アップルブランデーW.F.

YOICHI apple brandy wood finish

3,450

響ブレンダーズチョイス

HIBIKI Blender’s Choice

2,650

白州

HAKUSHU

1,900

グレンモーレンジィオリジナル

Glenmorangie Original

1,600

ラガヴーリン 16 年

Lagavulin 16y

2,300

ザ マッカランダブルカスク 12 年

The Macallan Double Cask 12y

2,200

ザ グレンリベット 12 年

The Glenlivet 12y

1,700

Ballantine’s 17y
Old Parr 12y

2,200
1,700

ブラントン

Blanton’s

2,100

メーカーズマーク レッドトップ

Maker’s Mark Red Top

1,400

Single Malt Scotch Whisky

Blended Scotch Whisky
バランタイン 17 年
オールドパー 12 年

American Whiskey

¥3,450

スパゲッティーボンゴレ

Spaghetti vongole
¥2,300

スパゲッティーミートソース

Spaghetti meat sauce
¥2,100

インドネシア風ピラフ“ナシゴレン”
Nasi goring –Indonesian style pilaf
¥2,300

Sandwiches

Snacks
燻製ナッツ

¥1,200

Smoked nuts
ビーフジャーキー

1,600

ドライフルーツ

1,550

Beef jerky
Dry fruits

クラブハウスサンドウィッチ
（トマト・レタス・ベーコン・玉子・チキン）

Club house sandwich

（Tomato, Lettuce, Bacon, Egg, Chicken）

¥2,400

ミックスサンドウィッチ
（ハム・チーズ・トマト・キュウリ・レタス）

Mixed sandwich

（Ham, Cheese, Tomato, Cucumber, Lettuce）

¥2,000

Salads

Side Orders

イタリア産生ハムとロメインレタスの
シーザーサラダ

フライドチキン フレンチフライ添え

ヨーロピアンチーズの盛り合わせ

Fried chicken and fried potato

Assortment of cheese

Caesar salad

¥2,300

¥2,200

¥1,900

ニース風サラダ
赤ワインヴィネガーのドレッシング

Salad Nicoise
with red wine vinegar dressing
¥1,950

【セットドリンク】 add Coffee or Tea

記載の料金はすべてサービス料・税金が含まれたお支払い金額です。
食物によるアレルギーや食事制限のご要望は、予め係りにお申し付けください。
季節・天候・仕入状況により料理内容が変更になる場合がございます。
All prices include 10% service charge and consumption tax.
Kindly inform our staff, if you are allergic to certain foods or observing dietary
restrictions.

+¥950

上記のサンドウィッチ・ミール・サラダをご注文のお客様は
プラス￥950 でコーヒーまたは紅茶をお召し上がりいただけます。
If you wish to add coffee or tea with your order chosen from above,
950 yen will be added on.
お飲み物を下記からひとつお選びください
ブレンドコーヒー・アメリカンコーヒー・エスプレッソ・アイスコーヒー
ホテルブレンドティー・アールグレイティー・アイスティー

