DRINK&DESERT
Specialty coffee

Roll cake set

¥2,040

お好きなお飲み物を下記からひとつお選びください

コーヒーマイスター厳選こだわりの一杯

ガテマラ サンタセシリア農園
Guatemala Santa Cecilia Estate
サンタセシリア農園はミネラル分を豊富に含ん
でいるため、味わいは果実を思わせるほのかな
酸味と芳しい香りが特徴的

¥1,800
メキシコ プルマ農園
Mexican Purma Farm

Sweet set: your choice of coffee or tea
期間限定クラウンメロンロールケーキ
Crown Melon roll cake
マスクメロンの王様“クラウンメロン”を
贅沢に使った期間限定のロールケーキで
す。すーっと口の中で溶けていく至福の瞬
間をお楽しみください。

＜お飲み物＞

プルマとはスペイン語で「上空に浮かぶ雲を見
立てた羽」の意。恵まれた環境で生み出された
コーヒーは柔らかな口当たりと深い苦味が特徴

1,600

Coffee

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

ロールケーキのみ

¥990

※アルコールを使用しておりません

¥1,350

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

Sweet set

¥2,250

お好きな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
京王プラザホテルオリジナルマロンシャンティ

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

＜お飲み物＞
ブレンドコーヒー・アメリカンコーヒー
エスプレッソ・ホテルブレンドティー
アールグレイ

スイーツのみ

¥1,300

Juice
苺のフレッシュジュース
Fresh Strawberry juice

Tea
¥1,350

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

¥2,800

アールグレイ（アイス／ホット）
Earl grey (Ice/Hot)

1,350

紀州有田みかん 100％ジュース 【和歌山】
Japanese mandarin orange

1,600

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

1,400

津南高原にんじんミックスジュース【新潟】
Carrot mix juice

1,300

Cake set

¥1,950

お好きなお飲み物とケーキを下記からひとつお選びください

Cake set: your choice of cake with coffee or tea
＜お飲み物＞
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

苺の
ショートケーキ

ガトー
マルジョレーヌ

サヴァラン
オ ロム

※ガトーマルジョレーヌとサヴァラン オ ロムはアルコールを
使用しております

※にんじん・りんご・レモン・梅エキス

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

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。
写真はイメージです。季節・天候により料理内容、器等が変更になる場合がございます。
当店では環境に配慮した生分解性ストローまたは紙ストローを使用しております。
All prices include 10% service charge and consumption tax.
Kindly inform our staff, if you are allergic to certain foods or observing dietary
restrictions.
The actual presentations may differ from what you see in the photo.

FOOD MENU
Salads

Sandwiches

ニース風サラダ
赤ワインヴィネガーの
ドレッシング

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

Salad Niçoise
with red wine vinegar dressing

(Tomato, Lettuce, Bacon, Egg, chicken)

¥1,950

¥2,400
ミックスサンドウィッチ

イタリア産生ハムと
ロメインレタスのシーザーサラダ

(ハム/チーズ/トマト/キュウリ/レタス)

Mixed sandwich

Caesar salad

(Ham, Cheese, Tomato
Cucumber, Lettuce)

2,000

1,900

Side Orders

Meals
スパゲッティ
ボンゴレ

ヨーロピアンチーズ
盛り合わせ

Spaghetti vongole

Assortment of cheese

¥2,300

¥2,200
フライドチキン

スパゲッティ
ミートソース

フレンチフライ添え

Spaghetti meat sauce

Fried chicken
and fried potato

2,100

2,300

インドネシア風ピラフ

“ナシゴレン”
Nasi goring
-Indonesian style pilaf2,300

【セットドリンク】 add Coffee or Tea

+¥950

上記のお料理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・ホテルブレンドティー・アールグレイ

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。
写真はイメージです。季節・天候により料理内容、器等が変更になる場合がございます。
当店では環境に配慮した生分解性ストローまたは紙ストローを使用しております。
All prices include 10% service charge and consumption tax.
Kindly inform our staff, if you are allergic to certain foods or observing dietary
restrictions.
The actual presentations may differ from what you see in the photo.

