ようこそ京都へ、ようこそ金の百合亭へ
京都の長い歴史は絶え間ない「ひととき」の積み重ねです。
香りや音楽はほんの「ひととき」を楽しむためのものです。
そして、
このふたつが出逢うとき、
人生は少しだけ
豊かになると思うのです。
どうぞごゆっくり、お寛ぎください。

コーヒー (Coffee)
当店のコーヒーは、京都の老舗「小川珈琲」が焙煎した豆を使用しています。

スペシャリティコーヒー720 円
（Specialty coffee:

Hand drip or Press）

国だけではなく、トレーサビリティ可能な農場まで
指定したスペシャリティコーヒー。
抽出方法はプレス式とペーパードリップのどちらか
をお選びいただけます。
今月の銘柄はお尋ねください。

ブレンドコーヒー

（Blended coffee:Hand drip）

580 円

一杯ごとに直前に豆を挽き丁寧にドリップします。

アメリカンコーヒー

620 円

（American coffee:Hand drip）
マグカップでたっぷりと軽い飲み口をお楽しみくだ
さい。

ストロングコーヒー

660 円

（Strong coffee:Hand drip）
深めに焙煎した豆をブレンドし、酸味、苦みとも強
い味わいとしています。

エスプレッソ

440 円

（Espresso）
イタリア製エスプレッソマシンにより抽出し、デミ
タスカップでご提供します。
濃厚な風味、深い余韻が楽しめます。お好みでシュ
ガーを 1～2 杯加えてお飲みください。

カフェ・アメリカーノ

480 円

（Caffè americano）
エスプレッソにお湯を加えて作ります。エスプレッ
ソを軽い飲み口でお楽しみください。

ドッピオ・エスプレッソ
（Doppio・Espresso）
倍量のエスプレッソです。

660 円

アレンジコーヒー

(Arranged

Coffee)

当店のコーヒーは、京都の老舗「小川珈琲」が焙煎した豆を使用しています。

水出しアイスコーヒー

580 円

（Ice coffee：cold brewed)
水出しのマイルドな味わいが特徴です。

アイス・アメリカーノ

700 円

（Ice camericano）
ドッピオエスプレッソを氷で急冷して作ります。

シェケラート

770 円

（Caffè shakerato）
エスプレッソ(ドッピオ）をシェイカーでシェイク
し急冷させた当店おすすめの飲み方です。

カフェラッテ（Caffè Latte)

660 円

エスプレッソに温めたミルクを加えたものです。

カプチーノ（Cappuccino)

680 円

エスプレッソに泡立てたミルクを加えたものです

カフェオレ（café au lait ) 680 円
ブレンドコーヒーに同量のミルクを加えたものです。

ウインナコーヒー

770 円

（Wiener coffee)
ブレンドコーヒーにホイップクリームをトッピング
しています。

アッフォガード（Affogato） 700 円
アイス・カフェラッテ

660 円

（Ice Caffè Latte)
冷たいミルクにエスプレッソを注いだものです。

コーヒーフロート

680 円

（coffee float、Ice coffee with
vanilla Ice cream)
アイスコーヒーにバニラアイスをトッピング

アイス・カフェオレ

680 円

（Ice Café au lait)
アイスコーヒーに同量のミルクをを加えたものです。

アッフォガード・シェイク

770 円

（Affogato Caffè ice shake)
エスプレッソとミルクをシェイクし、バニラアイス
クリームをトッピングしました。お好みでラム酒を
一滴♪させていただきます。

バニラアイスクリームにエスプレッソを振りかけて
います。

紅茶

(Tea)

紅茶をおいしくいただくためには、茶葉をポットの中で躍らせるジャンピングが必要で
す。当店では、そのジャンピングの様子も楽しんでいただけるよう、ガラスのポットと
ティーウォーマーのセットでご提供いたします。
茶葉は、1886 年創業の英国ウィッタードと 17 世紀からのフランス紅茶文化を受け継ぐ
マリアージュフレールとを使用しています。

★ウィッタード(Whittard)
アールグレイ

750 円

(Earl Grey)
ベルガモットで香りをつけたフレーバーティー。
当店の一番人気。

ダージリン

770 円

（Darjeeling)
インド北東部西ベンガル州北部のダージリン地方で
生産される紅茶。

★マリアージュフレール
(MARIAGES FRÈRES)
マルコポーロ

820 円

（Marco Polo)
中国の果実と花とチベットの不思議な花と果物の芳
香。

オペラ

790 円

(Opera)
気品のある緑茶をフルーツや稀少なスパイスとブレ
ンドした紅茶。

ボレロ

790 円

(Bolero)
気分転換に最適。地中海が育んだ果物の香りが 優
しい風にのってそよぎます。）

カサブランカ

790 円

（Casablanca)
ミントの香りがする緑茶と、ベルガモットフレー
バーティをブレンド。

★アイスティー（Ｉｃｅ Ｔｅａ)
ウィッタード・アールグレイ

660 円

(Whittard Earl Grey)

マリアージュフレール・カサブランカ
(MARIAGES FRÈRES Casablanca)
720 円

お抹茶

（Maｔcha）ほうじ茶(Roasted
抹茶やほうじ茶の豊かな味と香りを楽しんでいただくため、当店では宇治「北川半兵
green tea)
衛商店」の本格抹茶「祝の白」およびパウダー加工したほうじ茶を使用しています。

抹茶ラテ
（Matcha Latte）

660 円

お抹茶をたっぷり使いました。濃いお抹茶の風味と
フォームドミルクの甘味が絶妙なオールミルク仕立
てです。

抹茶ラテ(生クリーム付)
（Matcha Latte con Panna)

690 円

アイス抹茶ラテ

660 円

(Ice Matcha Latte)

アイス抹茶ラテ（生クリーム付）
(Ice Matcha Latte con Panna)
690 円
アイス抹茶ラテ（アイスクリーム付）
(Ice Matcha Latte con gelato)
770 円

ほうじ茶ラテ
（Roasted green tea Latte）

660 円

ほうじ茶は、お抹茶と同じく宇治「北川半兵衛商
店」のほうじ茶を使用しています。甘さは少し控え
目、ほうじ茶の香ばしいあじわいをいかしたオール
ミルク仕立てです。

ほうじ茶ラテ(生クリーム付)

690 円

（Roasted green tea Latte con Panna)

ソフトドリンク (Soft drinks)
オリジナル ジンジャーエール
「八坂ジンジャー」
（Homemade Ice Ginger ale）
たっぷりの生姜て作ったシロップにスパイスを加え、
コクのある刺激的な大人の味としています。

ICE
HOT
レモネード

720 円
690 円

HOT,ICE 660 円

(Homemade Lemonade Hot or Ice)

レモンスカッシュ

690 円

（Homemade Lemon Squash)
レモネードとレモンスカッシュは、ご注文を受けて
からレモンを絞って作ります。

ミックスジュース

770 円

（Mixed juice： Peach , pineapple , apple ,
banana , orange , honey and milk)
関西人のソウルドリンク！桃・パイナップル・リン
ゴ・バナナ・ミカン・蜂蜜入り。

栗入りミックスジュース

790 円

クリームソーダ

690 円

（Cream soda)

（Mixed juice with marron)

香り豊かなメロンソーダにアイスをトッピング。

栗入りのミックスジュース。栗の甘みと香りがコク
を高めています。

ミルクセーキ

690 円

（Milk Shake)

黒糖ミルクセーキ

720 円

（Milk Shake Black sugar)

チョコラータ

770 円

（Cioccolata con Panna)
イタリア風ホットチョコレート（ビスコッティ付）

ビチェリン

880 円

（Bicerin <Caffè Cioccolata>)
イタリア北部のトリノ名物。（ビスコッティ付）
濃厚なチョコラータに相性抜群のエスプレッソを 1
ショット加えた逸品。

オレンジジュース

660 円

(orange juice)
フレッシュオレンジ付き

グレープフルーツジュース
（grape fruits juice)
フレッシュグレープフルーツ付

660 円

アルコール (Alcohol)
ビール

(japanese Beer)

ヱビスビール［小瓶］
660 円
(YEBIS, Pilsner Beer)
ハートランドビール［小瓶 ］ 690 円
(HEARTLAND, Pilsner Beer)

ウイスキー
IRISH Whiskey Jamson
Single
Duble
ソーダ割り With Soda

660 円
770 円
+100 円

アイリッシュコーヒー

880 円

(Irish Coffee, Caffee and Irish Whisky)
濃い目に淹れたコーヒーの苦みとアイリッシュウイ
スキーの芳醇な香り、そして生クリームと砂糖の甘
みがマッチした、体が温まるカクテルです。

お

食

(Meal)

事

チキンカレー（サラダ付）
（Homemade Chicken curry,Salad）
1,150 円
ドリンクセット
（Homemade Chicken curry,Salad＆Drink）1,550 円
玉ねぎにじっくりと火を通し、ガラムマサラ、クミンシードな
どのスパイスをふんだんに使った自家製カレーです。ヨーグル
トやスパイスに漬込んだタンドリーチキンを添えています。

カルボナーラ（サラダ付）
（Carbonara,Salad Meal＆Salad )
ドリンクセット
（Carbonara,Salad＆Drink）

1,200 円
1,600 円

厚切りベーコン、卵と生クリームの濃厚でやさしい風
味をご堪能ください。
パスタは当店手作り！ソースとの絡みがよく、しっ
かりした食感も味わえる幅 3.5 ｍｍのトレネッテです。

ボロネーゼ（サラダ付）
（Bolognese,Salad）
1,250 円
（Bolognese,Salad&Drink：Homemade trenette)
ドリンクセット
1,650 円
合挽きミンチを、赤ワイン、フォン・ド・ヴォー、ポルチー
ニ、飴色玉ねぎ、トマトなどでじっくり煮込んだ濃厚なお味
です。

トースト ＜Jelly or Butter＞（Toast）
ドリンクセット（Toast＆Drink ）

660 円
1,060 円

バターまたは神戸「マダムナカノ」の季節のジャムの中から
お選びいただけます。ジャムの種類はおたずねください。

玉子焼きサンド（Omelet sandwich）

770 円

ドリンクセット（Omelet sandwich＆Drink）

1,170 円

ちょっぴり甘め、熱々の玉子焼をサンドした関西風。
パンの厚みは、ボリュームのある卵焼きとのバランスをと
るため、こだわりの７枚切りとしています。

★ ドリンクセットのお飲み物
コーヒー（ Hot Ice) 、紅茶（ Hot Ice) 、抹茶ラテ（ Hot Ice) 、ほうじ茶ラテ
( その他のお飲み物の場合は 150 円引きとさせていただきます。 < アルコールを除く > ）

Set Drink : Coffee, a Cup of tea or Matcha latte,Houjicha Latte.If you
choose other drink, 150 yen will be discounted from the total(except
for alcohol).

スイーツ (Sweets)
自家製抹茶のシフォンケーキ
（Homemade chiffon cake）
ドリンクセット
（Homemade chiffon cake＆Drink）

660 円
1,060 円

＊抹茶は、宇治「北川半兵衛商店」の抹茶を使用しています。

自家製チーズケーキ（Homemade Cheese cake）

690 円

ドリンクセット（Homemade Cheese cake＆Drink） 1,090 円
フランス産クリームチーズを使ったミルキーなベイクド
チーズケーキです。

自家製クラシックショコラ
（Homemade Classic chocolat）
ドリンクセット
（Homemade Classic chocolat＆Drink）

770 円
1,170 円

フランス・ヴァローナのカカオ分 55%以上のチョコレートを使用
しています。

金の百合亭フレンチトースト
（ French toast,Grepe Fruits）
ドリンクセット
（ French toast,Grepe Fruits＆Drink）

900 円
1,300 円

マフィンでさっくり焼き上げたフレンチトーストに、
グレープフルーツをトッピングしています。

キャラメルバナナのフレンチトースト
（French toast Caramel Banana）
ドリンクセット
（French toast＆Drink）

800 円
1,200 円

マフィンでさっくり焼き上げたフレンチトーストにキャラ
メリゼしたバナナをトッピング！バナナによく合うバニラ
アイスを添えています。

★ ドリンクセットのお飲み物
コーヒー（ Hot Ice) 、紅茶（ Hot Ice) 、抹茶ラテ（ Hot Ice) 、ほうじ茶ラテ
( その他のお飲み物の場合は 150 円引きとさせていただきます。 < アルコールを除く > ）

Set Drink : Coffee, a Cup of tea or Matcha latte,Houjicha Latte.If you
choose other drink, 150 yen will be discounted from the total(except
for alcohol).

和風スイーツ
(Japanese sweet)
◆温かい「ぜんざい」 Zenzai
こんがり焼けたお餅が入った「京風ぜんざい」。熱いお茶と塩昆
布付き
“Zenzai” is a Japanese sweet served in a bowl, made of
“Azuki”, red beans, sweetened with sugar, and “Mochi”
(Rice cake), Both are with a hot green tea and salt kelp.

◆冷たい「ぜんざい」

・京風ぜんざい(Zenzai）

820 円

・栗入りぜんざい(with sweet chesnut)

880 円

Hiyashi-Zenzai

すっきり甘くて冷たい「京風ぜんざい」 白と抹茶の白玉団子、冷たい
緑茶と塩昆布付き
“Hiyashi-Zenzai” is a Japanese cold sweet served in a bowl,
made of “Azuki”, red beans, sweetened with sugar, and
“Shiaratama Dango”, sweet dumplings made of sweet rice flour
called “Shiratamako” (Both are with a Cold green tea and salt
kelp)

・冷やしぜんざい(Hiyashi-zenzai）

820 円

・クリーム冷やしぜんざい(with Ice Cream)

880 円

クリームフルーツあんみつ( Anmitsu）
ドリンクセット(Anmitsu＆Drink）

850 円
1,250 円

おなじみの「あんみつ」にバニラアイスと季節のフルーツがたっぷり。
“Anmitsu” is made of the followings, served with sweet syrup, ice
cream, 2rice dumpling,small cubes of “Kanten”(agar jelly, which
is made from red seaweed), cooked red peas, sweet red bean paste,
some fruits.
餡は京都 北野白梅町の老舗「中村製餡所」の
粒あんを使用しています。

濃い抹茶ゼリー(Rich green tea jelly ）
ドリンクセット(Rich green tea jelly＆Drink）

770 円
1,170 円

北川半兵衛商店のお抹茶をたっぷり使った抹茶ゼリーに抹茶アイスと粒あん、生ク
リーム、栗の甘露煮を添えました。Green tea jelly with sweet red bean
paste, chestnuts stewed in sugar, and fresh cream.

★ ドリンクセットのお飲み物
コーヒー（ Hot Ice) 、紅茶（ Hot Ice) 、抹茶ラテ（ Hot Ice) 、ほうじ茶ラテ
( その他のお飲み物の場合は 150 円引きとさせていただきます。 < アルコールを除く
> ） Set Drink : Coffee, a Cup of tea or Matcha latte,Houjicha Latte.If

you choose other drink,
total(except for alcohol).

150

yen

will

be

discounted

from

the

金の百合亭 とは？ (What’s “Kin no yuritei”? )
ロッシーニのオペラ「ランスへの旅」の舞台となった宿の名前です。
フランス王シャルル 10 世の戴冠式のために世界中の人が集い、
楽しい時間を過ごしたこの宿のように、
みなさんにとって大切な『ひととき』が
素晴らしい思い出となってここに刻まれることを願って…

“Kin no yuri tei” or The Hotel of The Golden Fleur-de-lis is

the name of the hotel in an operatic dramma giocoso,

“The Journey to Reims, or The Hotel of the Golden Fleur-de-lis”

by Gioachino Rossini.
Our café is named after this hotel where people
from all over the world gathered to celebrate the coronation of
French King Charles X and had a good time.

コーヒー碗皿、紅茶碗皿、パスタ用角皿、カレー皿
（Coffee Cup,Tea Cup,Pasta Dish Currey Dish） -------------------信楽焼(Shigaraki-ware)
カプチーノ、カフェラテ用碗皿、エスプレッソ碗皿
(Cappuccino Cup,Espresso Cup)-----信楽焼（当店オリジナル）(Shigaraki-ware,our Original)
マグカップ、コーヒー碗皿
(MugCup、Coffee Cup )---------------------------------------------清水焼(Kiyomizu-ware)

Speaker-----------------------------------------------------------------------MAGNEPAN MG1.7
Amp----------------------------------------------------------------------------NuForce IA-18
D/A converter (CD Player)---------------------------------------------------Marantz SA-14S1
Media player---------------------------------------------------------------------TuneBrowser

