CAFÉ&TEA

DESSERT & FOOD

9:00-22:30（22：00 LO）

コーヒー オリジナルブレンド

550

blended coﬀee

深入りのクリーミーなコクと、苦味をしっかりと
感じられるオリジナルブレンド。
Deep roasted coﬀee.
You can feel savoury bitterness and rich aroma.

コーヒー シングルオリジン ( ルワンダ )
single-origin coﬀee (Rwanda)

550

お飲物は左記のドリンクメニューから１つお選びください。
あずきや餅粉の香りと、上品な甘さを引き立てるオリジナル
ブレンドやほうじ茶・京都紅茶は特に相性が良く、おすすめ
いたします。

中浅煎り。なめらかでしっかりとした飲み口、
フルーツのような複雑な酸味が特徴。
Middle roasted coﬀee. It has a complex acidity like fruit,
and silky and smooth tastes.

コーヒー シングルオリジン ( ムトゥンバ ) 浅煎り。なめらかな質感、穏やかな酸味、
single-origin coﬀee (Mutumba)

800

Cup of Excellence 受賞豆 ブルンジ５位

味わいはプラム・ハニー・トロピカルフルーツ
Light roasted coﬀee. It has mild acidity like plum,
tropical fruits and silky and smooth tastes.

アイスコーヒー

550

iced coﬀee

カフェオレ（HOT/ICED）

600

café au lait

espresso

ほうじ茶 ( 伏見・椿堂 )

600

roasted green tea

エスプレッソ S / W

Single / Double

しおよしけん

京菓子 塩芳軒の 24 節季生菓子とお飲み物のセット
Shioyoshiken's japanese sweets & drink
1,000

400 / 500

kyoto black tea

600
500

カプチーノ

600

オーガニックハーブティー ( 京都西陣 たま茶 )
( 雪肌美人 / 陽だまりの午後 / 羊の時 )

café latte

ほうじ茶ラテ

roasted green tea latte

抹茶カフェモカ（HOT/ICED）

600

700

600

自家製レモン スカッシュ

550

ジンジャーエール

500

ティー ソーダ

500

つぶ入りオレンジジュース

500

ペリエ（330ml）

600

tea soda

チョコレートミルク（HOT/ICED）600
chocolate milk

フレッシュフルーツのタルト（数量限定）
seasonal fresh ﬂuits tart

800
ドリンクと一緒にオーダーされる場合は、
合計金額から ¥200 引きさせていただきます。

KANRA 特製 どら焼き

850

九条ネギとベーコンのキッシュ

500

japanese pancake Dora-yaki

When ordering with drink,
we subtract 200 yen from the total amount.

quiche of traditional kyoto leek and bacon

orange juice with plup

Make it yours!

エスプレッソショット追加

+50

豆乳に変更

+50

you can put soy milk instead of milk

organic herbal tea

ginger ale

café mocha with powdered green tea

additional a espresso shot

Iced tea latte

homemade lemonade with soda

600

600

"miso"ﬂavored souﬄe cheesecake

black tea with homemade lemon syrup

アイスティーラテ

カフェラテ（HOT/ICED）

Shioyoshiken is a traditional sweets shop in Kyoto.
They are in business over 130 years.
We serve shioyoshiken's special Japanese sweets with special drinks,
and it is only available here at hotel kanra kyoto.
Please sense japanese tradition from our special sweets.

西京味噌のスフレチーズケーキ

レモネードティー（HOT/ICED）

400

cappuccino

カンララウンジで、うつろいゆく京都の季節をお楽しみください。

京都紅茶 ( 伏見・椿堂 )（HOT/ICED）600

アメリカーノ
cafe americano

創業以来 130 年以上にわたり、京織物の町西陣にて「京菓
子」を作り続けておられる塩芳軒さん。
1 年の暦、24 節季に合わせてつくられる繊細で芸術的な生菓
子を店舗で楽しめるのは、ここホテルカンラ京都だけ。

perrier

上記の料金には消費税・サービス料が含まれています。
These prices are included tax and service charge.

Japanese Whisky

J ap ane se S ake

山崎

1,200

山崎 12 年

2,000

THE YAMAZAKI single malt

THE YAMAZAKI 12 years old single malt

竹鶴ピュアモルト

800

玉川 純米吟醸

余市

900

京の利き酒 3 種（酒粕ビスコッティ付）

TAKETSURU pure malt

YOICHI

山崎 18 年

3,200

白州

1,000

ニッカ カフェグレーン

白州 18 年

3,200

イチローズモルト ホワイトラベル

900

響ジャパニーズハーモニー

1000

ホワイトオーク 地ウイスキー あかし

800

THE YAMAZAKI 18 years old single malt

THE HAKUSHU single malt

THE HAKUSHU 18 years old single malt

HIBIKI japanese harmony

響 17 年

The Fuji Gotemba Distillery
Blender s Choice single malt

SAKE tasting

1,500
京都の日本酒を数ある中より厳選。
三種三様の個性をどうぞご堪能下さい。
- 招徳酒造 「花洛」 純米吟醸 山田錦
- 藤岡酒造 「蒼空」 純米 美山錦
- 木下酒造 「玉川」 純米吟醸 無濾過生原酒 雄町

1,200

We carefully selected 3 kinds of SAKE which made
in Kyoto. Please enjoy each characters and ﬂavors.

NIKKA COFFEY GRAIN

マルス ラッキーキャット ミント

1,000

MARS The Lucky Cat Mint

1,400

1,000

900

White Oak AKASHI

2,300

無濾過生原酒

Non-ﬁltered raw sake

MIYAGIKYO

Ichiro s Malt & Grain

HIBIKI 17 years old blended whisky

富士御殿場ブレンダーズチョイス

宮城峡

TAMAGAWA

マルス ツインアルプス

800

山桜 黒ラベル

800

MARS TWIN ALPS

Liqueur&Spirit

季の美 京都クラフト ジン

1,200

KINOBI Kyoto craft gin

桜尾

広島クラフト ジン

900
1,300

ロイヤルブラックラ 12 年

ROYAL BRACKLA 12 years old scotch whisky

ラフロイグ 10 年

LAPHROAIG 10 years old islay scotch whisky

ロイヤルロッホナガー 12 年

1,000
900

ROYAL LOCHNAGAR12 years old scotch whisky

ティーリングシングルモルト
TEELING irish single malt

1,100

フォアローゼスプラチナ

FourRoses Platinum Bourbon

1,400
1,000

キングスバリー アルタベーン 2008

1,800

WOODFORD RESERVE Bourbon

Allt-a-Bhainne 2008 Bottling for KYOTO

キングスバリー グレンキース 1994
Glen Keith 1994 Bottling for KYOTO

glass wine(white or red)

グラスシャンパン
glass champagne

1,200

京丹後

ハタハタのアヒージョ

ナッツ & あられ

draft beer (SUNTORY Premium MALT′
S)

京都麦酒ケルシュ

KYOTO Beer KOLSCH

980

1,200

18 :00- 21：30（LO）
トスカーナ風フライドポテト

700

PIZZA

910

tuscan french fries

マルゲリータ

1,330

クワトロフォルマッジ

1,810

（トマトソース、モッツァレラチーズ、バジル）
margherita (tomato sauce,mozzarella,basil)

1,000

チーズ盛合せ
800

VODKA

Yamazaki Distillery Reserve
plum liqueur matured in toasted casks

Jamon Serrano ham

京都産プレミアムモルツ

900

GOOSE

700

京都かめよしのナチュラルポップコーン
Kyoto organic popcorn
1,000/ half 550
生ハム

Be e r

グレイ グース ウォッカ

1 8 :00- 22：00（LO）

Nuts＆Rice cake snacks

1,000

800

山崎蒸留所貯蔵 焙煎樽熟成梅酒

1,800

Pescado blanco al ajillo（White ﬁsh in Garlic）

Wine

グラスワイン（白・赤）

ヘネシー VSOP

FOOD

3,400

ボンベイ サファイア ジン

Plum Wine

Hennessy VSOP

ウッドフォードリザーブ

1000

GREY

Brandy

1,100

ニッカ カフェ ウォッカ

BOMBAY SAPPHIRE GIN

KINOBI Kyoto craft gin

YAMAZAKURA

Whisky

1000

NIKKA COFFEY VODKA

SAKURAO Hiroshima craft gin

季の TEA 京都クラフト ジン

ニッカ カフェ ジン

NIKKA COFFEY GIN

950

（ゴルゴンゾーラ､モッツアレラ､マスカルポーネ､タレッジョ）
quattro formaggi
(gorgonzola,mozzarella,mascarpone,taleggio)

assorted cheese

上記の料金には消費税・サービス料が含まれています。
These prices are included tax and service charge.

9:00-22:30（22：00 LO）

