






よもぎ風味のセミハード生地と甘納豆を取り合わせた
一品と、抹茶生地と包んだ餅の食感の妙が愉しい
一品は和の風味がどこか懐かしく、お茶とともに味わ
いたい新作です。また、ブルーベリーとクリームチーズ
の甘酸っぱさがたまらないスイーツパンも新登場。

好みの食感、味わいは？
和と洋３種類のスイーツパン

パネッテリア オークラ
焼きたてパン

 B2

〈営業時間〉8：00～19：00
※パネッテリア オークラでは、
　サービス料はいただいておりません
※（     ）内の表示金額は税込です

京都ホテルオークラ北隣（ヤサカ河原町ビル１F奥）
〈営業時間〉11：00～18：00　〈定休日〉土曜・日曜・祝日
※カフェ りょーいでは、サービス料はいただいておりません
※表示金額は税込です

〈お問い合わせ ： 内線1071〉

TEL.075-254-2545
〈お問い合わせ ： 内線2820〉

TEL.075-211-5110

■ 毎月2日は「食パンの日」ホテル特製食パン20%OFF

■ 毎月22日は「パネッテリアの日」
　 イートインセット通常 ￥600→￥500（税込）

■ 毎月12日は「パンの日」パン全品20%OFF

②「もちもち抹茶あんぱん」 
　　　　　　　　　  　  ￥180（￥194）
③「ブルーベリーペストリー」 

　　　　　　　　　　　  ￥220（￥237）

ほっこりひと息タイムを彩る
女性にうれしいドリンク

カフェ りょーい

米こうじの甘酒とキウイジュースを合わせた
ほっと落ち着くような味わいのドリンクと、すり
おろした生姜をたっぷり加えた紅茶はいかが。
プリンのようなふわとろ食感が自慢のホテル伝統
のフレンチトーストもご一緒に。

①

②

③「フレンチトースト」

②「生姜はちみつティー」

①「フルーティー甘酒」

〈営業時間〉8：00～21：30
※8：00～11：00は限定メニューとなります

〈お問い合わせ ： 内線1140〉

TEL.075-254-2517

テイクアウト

和と南国の甘いコラボ
抹茶香るパンケーキに夢中

1F カフェ レックコート

濃厚な甘さのマンゴーをたっぷり使ったタルトが登場します。
とろりなめらかな口あたりと口いっぱいに広がる南国の
香りをお愉しみください。また、こどもの日、母の日、父の日、
創立記念日とイベントを飾るオリジナルケーキもご用意して
おります。愛らしい見た目はプレゼントにぴったりです。

季節のスイーツ「マンゴーのタルト」 

 　　　  　　　　　  約11㎝ ￥2,808（税込）

健やかに育ってほしい。
端午の節句に思いを込めて。

「こいのぼりロール（イチゴ・チョコレート）」  
  　　　　   約9cm 各 ￥500（税込）

チョコレートとコーヒークリームが織り成す
甘さ控えめの「オペラ」がベース。

「父の日ケーキ」 約16㎝ ￥3,240（税込）

4/27（土）～5/6（月・休）

こどもの日ウイーク

6/10（月）～6/16（日）5/7（火）～5/12（日）

受け継がれるレシピで作る
懐かしい味わい。

「復刻版チーズケーキ」  
　　     直径約12㎝ ￥1,000（税込）

ルビーショコラのカーネーションがアクセント。
甘酸っぱいバラ香るレアチーズケーキ。

「母の日ケーキ」  

　　    直径約12㎝ ￥3,240（税込）

「抹茶のパンケーキ カハラ風
  ～抹茶とマンゴーの出あい～」
薄く焼いてロールした抹茶のパンケーキは、
黒蜜バターソースを絡めてどうぞ。マンゴーや
パイナップルなど、たっぷり添えた南国フルーツと
和の風味の相性が抜群です。梅とカシスが
甘酸っぱく爽やかな梅スカッシュと一緒にぜひ。

母の日ウイーク 父の日ウイーク ホテル創立記念日フェア

3日前のご予約でメッセージを変更いただけます。
3日前までにご予約いただいた方には

 メッセージクッキーをご用意いたします。

6/1（土）～6/30（日）

※ブリオッシュ、クロワッサン生地2種類からお選びいただけます。

アイリッシュ、スコッチ、アメリカン、カナディアン、
ジャパニーズの「五大ウイスキー」をブレンドした
「碧Ao（あお）」でつくるハイボールを。個性あふれる
香りを絶妙に生かし、さっぱりとした大人な飲み口に
仕上げました。ブルーキュラソーで表現した、揺らめく
碧色もまた一興。

五大ウイスキーが奏でる妙味
艶やかな碧色に魅せられて

 チッペンデール
バー

2F

チッペンデール

〈営業時間〉14：00～24：00 
 ※カバーチャージ 16：45～ 
　1名様￥324（税込）
〈ご予約・お問い合わせ ： 内線1270〉 

TEL.075-254-2541

「渓流の宝石」ともよばれる
カワセミをイメージしたカクテル

「KAWASEMI ～碧い宝石～」    

　　　　　　　　　　　　　　　　￥1,400（￥1,663）

各 ￥864

③

①

②

③

マンゴーのタルト ①「よもぎ小倉」 　  ￥180（￥194）

季節のドリンク「梅スカッシュ」  

 　　　　　　   　  ￥1,000（￥1,188）

イートイン

季節のデザートセット
「抹茶のパンケーキ カハラ風 

　　　　　　　　 ～抹茶とマンゴーの出あい～」
    コーヒー または 紅茶付き  ￥1,600（￥1,900）

京都ホテルオークラのオンラインショップ

香りと旨みの宝庫！ 
普段のお料理にも使える
桃李特製の香味がお得なセットに

オンラインショップ限定特典 ※表示金額は税込です 
※上記送料は送付先1件あたりの料金です 

　

　

※代引き手数料 ￥324（￥10,000以上の場合は￥432～となります）
※お振込の場合は
　京都信用金庫 河原町支店 当座1483 (株)京都ホテルまで 
※商品はご入金確認後の発送となります

本州・四国・九州北海道・沖縄

¥864¥1,620

クール便

別途 ¥216

※お届け希望日の7日前までにご注文ください

この他、様々な商品をご用意しております。
母の日、父の日などサプライズにご利用ください。

京都ホテルオークラ オンラインショップ

http://www.kyotohotel.jp/

「食べる辣油&食べるAB醤セット｣ 
1箱 ￥2,322  賞味期限：製造日より8ヶ月

（食べる辣油100g×１本/食べるAB醤100g×1本）

※6/30ご注文分まで

右記QRコードよりお申し込みください。

通常 ￥2,322 ▶ ￥2,106 とお得に！

5月・6月 蕎麦懐石「花みずき」 ￥3,180（税別）

※懐石料理のラストオーダーは昼食14：00、夕食20：00となっております
※当店ではサービス料はいただいておりません
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先付け
お凌ぎ

造　り
揚 物

うすい豆腐
賀茂なすの旨煮 白髪ねぎ 
伏見とうがらし 糸とうがらし
鯛の松皮造り 甘海老 あしらい一式
京丹波どり 万願寺とうがらし はじかみ レモン

：

：
：
：

蕎 麦

お 鍋
お 食 事
デザート

手打ニ八せいろ または 
芽ねぎ蕎麦
国産牛の陶板焼
出汁茶漬け 香の物
季節のシャーベット

手打そば 蕎麦料理 うきや B2
［営業時間］11：30～15：00／17：00～20：30
〈ご予約・お問い合わせ ： 内線2323〉

TEL.075-252-0858

「国産牛バラ肉と牛タンの
 赤ワイン煮込み」　　  ￥1,944

「シーフードミックスフライ」 ￥1,782

真宗教化センターしんらん交流館

京都ホテルオークラ 
オリゾンテ
週替わりランチやホテル洋食のセットメニュー、
スイーツなどをご用意しております。各種お集まり
などにもご利用いただけるパーティープランも
ございます。詳しくは公式サイトをご覧ください。

東本願寺 北側 
〈営業時間〉 11：30～19：00（18：45 L.O.）
〈 定 休 日 〉 火曜 
〈  席  数  〉 42席 ※一部喫煙可 （テラス席）
〈アクセス〉 地下鉄烏丸線「五条駅」８番出口より 徒歩約３分
※しんらん交流館 オリゾンテでは、サービス料はいただいておりません
※表示金額は税込です ※各種割引・One Harmonyポイント対象外

〈ご予約・お問い合わせ〉

TEL.075-353-7603

イメージ

セットメニュー
〈パンまたはライス、コーヒーまたは紅茶付き〉

「神戸牛ハンバーグステーキ　
 フレッシュトマトソース」  ￥1,620




