
DRINK & DESERT 

Specialty Coffee 
コーヒーマイスター厳選こだわりの一杯 

 エチオピア ウラガ地区 ナチュラル 
ETHIOPIA Uraga Area Natural 

完熟した赤い実のみを収穫し、 
マンダリンオレンジのような 

上品でクリアなアフターテイスト 
苺のようなジューシーな甘みが特徴 

 

コロンビア ルパタ農園 
COLOMBIA Lupata 

小説「ガリバー旅行記」に出てくる 
空飛ぶ島に因んで付けられたルパタ農園 

マスカルポーネのようなクリーミーな舌触りと
長く残る余韻が特徴 

 

ガテマラ カペティージョ農園 
GUATEMALA El Capetillo 

ミネラルをたっぷりと含んだ土壌で育ち、 
ピンクグレープフルーツのようなジューシーな
酸味と、ミルクチョコレートに似たまろやかな

甘みがバランス良く感じられるコーヒー 
 各¥1,700 

Coffee 
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 

Tea 
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 

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

¥1,600 

スパークリングとまと 
Sparkling tomato 

1,600 

自家製ジンジャーエール         
Original ginger ale 
 

1,500 

 

 

Roll Cake Set                     
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  
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＞ 

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 

 
 

ドリンクセット   
¥2,040 

  
ロールケーキのみ 

¥990 ※アルコールを使用しておりません 

Sweet Set                        
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トと 
生クリームで包んだ贅沢なスイーツ 
※アルコールを使用しております 

＜お飲み物＞ 
ブレンドコーヒー・エスプレッソ 

アメリカンコーヒー・アイスコーヒー 
ホテルブレンドティー・アールグレイ 

  
ドリンクセット   

¥2,250 
 

スイーツのみ 
¥1,300 

Cake Set                        
お好きなケーキとお飲物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 

 
           

 
 

苺の                ガトー       サヴァラン 
ショートケーキ    マルジョレーヌ     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  

＜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  

¥1,950 
 
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 
 
 

 
 
 
 
 
Antimicrobial protection 

抗菌 



ALCOHOLIC DRINK 

Champagne  
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 
Piper-Heidsieck Essentiel 

by Keio Plaza Hotel 
 

 
 

 Glass 
Bottle 

 
 
 

¥3,200 
20,000  

Wine 
white wine 
ジェイコブス クリーク シャルドネ  

Jacob’s Creek Chardonnay 
Glass 
Bottle 

¥1,400 
7,500 

red wine 
ジェイコブス クリーク シラーズ 

Jacob’s Creek Shiraz 
Glass 
Bottle 

¥1,450 
8,000 

Beer 

Whisky 
Japanese whisky 
竹鶴 21 年 

TAKETSURU 21y   
¥3,450   

余市アップルブランデーW.F. 
YOICHI apple brandy wood finish 

3,450 

白州               
HAKUSHU  

1,900 

Single Malt Scotch whisky 
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 

2,500 

ザ グレンリベット 12 年       
The Glenlivet 12y 

1,700 

Blended Scotch whisky 
バランタイン 17 年          

Ballantine’s 17y   
2,200 

オールドパー 12 年                
Old Parr 12y      

1,700 

  
American whiskey 
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 

 

 
Cocktail ※下記メニュー以外のカクテルもご用意いたします 

開業 50 周年を記念した乾杯カクテル  
Plaza Style~ SMILE

ス マ イ ル

 ~ ¥1,850 
 

Plaza Style~ SMART
ス マ ー ト

 ~ 1,650 

Plaza Style Zero(ドライ)~ HAPPINESS
ハ ピ ネ ス

 ~ 1,550 

Plaza Style Zero(スイート）  ~ JOYFUL
ジ ョ イ フ ル

 ~ 1,550 

※「HAPPINESS
ハ ピ ネ ス

」「JOYFUL
ジ ョ イ フ ル

」はノンアルコールカクテル 
Smart cocktail ※アルコール度数 3%未満のカクテル 
スマート ボタニカル ハイボール      
Smart botanical highball 

(ジン, トニックウォーター, コリアンダービターズ) 

¥1,650 

侘寂 ~わびさび~          
WABISABI 

(抹茶リキュール, 豆乳) 

1,650 

Champagne cocktail 
ベリーニ                

Bellini   
2,200 

キールロワイヤル                 
Kir royal 

2,200 

Long cocktail 
シンガポールスリング          

Singapore sling   
1,850 

アプリコットクーラー           
Apricot cooler 

1,850 

Short cocktail 
マティーニ                       

Martini   
1,650 

サイドカー                       
Side car   

1,750 

Fair Bottle Collection 
 

 響 ブレンダーズチョイス 
  

幅広い酒齢の原酒を厳選し、匠の技で 
繊細なブレンドを重ね奥深く甘やかな 
味わいをご堪能頂けます 

 Glass 
Bottle 

¥2,500 
39,000 

 
 響 ブロッサムハーモニー2021 
  

「響」をベースにブランド初となる 
桜樽で熟成させた原酒をブレンドし 
桜樽由来の花を思わせる華やかな香り 

 
  

Bottle 
  

¥45,000 
 

 シングルモルトウイスキー 
山崎リミテッドエディション 2021  

  
厳選したミズナラ新樽原酒を贅沢に 
ブレンドし、いきいきとした果実味の 
飲みごたえのある一本 

 
  

Bottle 
  

¥45,000                           

 

Antimicrobial protection 

ザ・プレミアムモルツ（生ビール） 
The premium malt`s (Draft) 

¥1,450 
  

アサヒスーパードライ（小瓶） 
Asahi Super Dry (Bottle) 

1,400 
  

ノンアルコールビール 
Non-alcohol beer 

1,350 
 

抗菌 



FOOD MENU 

Sandwiches 
  

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 

 
 
Meals 

  
 

スパゲッティ 
ボンゴレ 

Spaghetti vongole 

 

¥2,300 
  

 
スパゲッティ 
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 
 
 
【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 

 

 
 

 
Salads 

  
ニース風サラダ 

赤ワインヴィネガーの 
ドレッシング 
Salad Niçoise  

with red wine vinegar 
dressing 

¥1,950 
  

 
イタリア産生ハムとロメイン

レタスのシーザーサラダ 
Caesar salad 

           1,900 

 
 
Side Orders 

  
 

ヨーロピアンチーズ 
盛り合わせ 

Assortment of cheese 
 

¥2,200 
  

フライドチキン  
フレンチフライ添え 

Fried chicken  
and fried potato    

2,300 

  

Dried Snacks 
燻製ナッツ 
Smoked nuts 

¥1,200 

ビーフジャーキー 
Beef jerky 

1,600 
 

ドライフルーツ 
Dried fruits 

1,550 

 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
Antimicrobial protection 

抗菌 



RECOMMEND PLAN 
  
“SELECT” Plan お一人様 ¥3,900 
【セレクトプラン】   

お飲物 2 杯とお料理 1 品がセットになったプラン 

<お料理はフードメニューから 1 品お選びください> 
<ドリンクは右記のリストから 2 杯お選びください> 

 

 
“HOROYOI” Plan お一人様 ¥2,500 
【ほろ酔いプラン】   
お飲物 2 杯とドライスナックがセットになったプラン 

<ドリンクは右記のリストから 2 杯お選びください> 
 
 

 
 
Plan Drink List 
■ワイン・ビール 
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 
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 
マルガリータ ダイキリ 
レイククィーン マリオネット 
慕情 プリマドンナ 

 
■ロングカクテル 
ジントニック ソルティドッグ 
ラスティネイル スプモーニ 
ソルクバーノ 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 カシスオレンジ 
マリブパイン カルーアミルク 

 
■ノンアルコールカクテル 
サラトガクーラー シンデレラ 
キャラメルリボン シーストーリー 

 
■ウィスキー 
富士山麓 樽熟原酒 50° 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 
クラウンロイヤル  

 
■ソフトドリンク 
ブレンドコーヒー アメリカンコーヒー 
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 
アイスコーヒー アイスティー 
オレンジジュース グレープフルーツジュース 
コカコーラ ウーロン茶 
ジンジャーエール コカコーラ ゼロ 
  

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

 
Antimicrobial protection 

抗菌 




