
 



 

 

京都悠洛ホテル Mギャラリーは、江戸時代の東海道五十三次の終点「三条大橋」にほど近く 

皆様を「タイムトラベル」へお誘いします。 

 

1867年、大政奉還が行われ、長く続いた武士の時代が終わり明治維新によって日本に新しい時代が訪れました。 

文明開化で外国の文化が取り入れられ、様々な食材も伝来しました。 

アイスクリームやビール、カレーライスなど、今ではごく当たり前に口にしているものも、明治時代に広まりま

した。 

このカクテルは、1867年以降に日本にもたらされた、女性の身体に良い（優しい）食材を使い 

Mギャラリーのブランドコンセプトである「Inspired by her」を象徴する一杯です。 

日本語で開化と開花は「かいか」と同じ読み方をすることに掛けて、女性が美しく花開くように、 

我が国が近代日本として歩み始めた時代を表現しました。 

わずか150年あまりの間にこんなにたくさんの身体に良いものが日本に入ってきたことを知ったら・・・ 

タイムトラベルで現代にやってきた明治の女性はきっと驚きを隠せないでしょう。 



 

[ 

[ 

当店の名前を冠した１８６７年以降、現代に至るまで日本に入ってきた女性の身体に良い食材を使ったカクテル。 

 Mギャラリーのブランドコンセプトである「Inspired by her」を象徴する１杯。 

 



 

[ 

  

[ 

日本を代表する和牛「近江牛」をバーボンウイスキーにファットウォッシュすることにより、 

近江牛の旨味、甘味を感じられる一杯に。特注の牛頬肉のジャーキーと合わせてお楽しみください。 

 

 



 

[ 

[ 

京都産のジンと抹茶を合わせ、ゆずシロップで甘酸味を整えたリッチなジントニック。 

自家製ドライオレンジをカラメルで焼き上げ、香りのマリアージュもお楽しみいただけます。 
 

 



 

[ 

[ 

鰹節とハウスブレントの塩が絶妙なアクセント。 

鰹節の香りと味わいが、ウイスキーのスモーキーフレーバーを引き立たせている。 
 

 



 

[ 

[ 

今、世界的に注目を浴びているカクテル“パロマ”。ジャスミン茶葉を漬け込んだテキーラに              

爽やかなフルーツを合わせ、さっぱりとした味わいに。幸せな時間の始まりに花を添える一杯をお楽しみください。 

 



 

[ 

[ 

リラックス効果のある抹茶とバナナを7年熟成した心地良いアロマ香るダークラムと合わせたまろやかな一杯。 

嵐山の竹林に囲まれた茶室の中で一服のお茶をゆったりと愉しむように…。 

 



 

[ 

[ 

世界的に人気なカクテルであるダイキリをツイスト。エルダーフラワーのリッチな甘みと香りで華やかに仕上げた一杯。 
薬草リキュールに火をつけ注ぎ入れるドラマチックな演出をお楽しみください。 

青龍-



   ジントニック    

                 ジンフィズ     

   モスコーミュール    

   神風     

   スクリュードライバー   

          ソルティードッグ   

   ボストンクーラー   

   キューバリブレ    

   ソルクバーノ    

  エルディアブロ    

   テキーラサンライズ     

  マタドール    

  ロングアイランドアイスティー    

 



   アイリッシュコーヒー   

   ゴッドファザー    

   ミントジュレップ   

   ホワイトルシアン    

   アメリカーノ    

  ブールヴァルディエ    

   オリジナルブラッディマリー  

   モヒート    

    サゼラック     

   アペロールスプリッツ    

   ネグローニ    

  オールドファッションド   



   マティーニ    

   ギムレット    

   ホワイトレディ    

   オレンジブロッサム   

    アビエイション    

    ラストワード    

    バラライカ    

    ウォッカマティーニ   

    コスモポリタン    

    エックス ワイ ズィー  

                            ダイキリ      

    マルガリータ    

    メキシカン     

 



   ニューヨーク    

    マンハッタン    

    ロブロイ    

   ペニシリン    

   ウイスキーサワー   

    アレクサンダー    

    サイドカー    

    ジャックローズ    

    アマレットサワー   

    グラスホッパー    

               ゴールデンキャデラック  

    バンブー    

    アドニス     



マッカラン 12年          

グレンリベット 21年       

グレンフィディック 12年      

グレンモーレンジ ネクタードール 12年     

グレンモーレンジ シグネット      

ボウモア 18年           

アードベッグ ウーガダール      

ラガブーリン 16年       

タリスカー 10年            

 

 

ブラック ブッシュ                          

ジェームソン                                                        

カナディアン クラブ 12年                                



ジャックダニエル   

  ジャックダニエル シングルバレル 

フォアローゼス プラチナ  

ワイルドターキー 年   

メーカーズ マーク   

ウッドフォードリザーブ    

バランタイン 年   

 シーバスリーガル ミズナラ  年     

ロイヤル サルート 年   

オールド パー 年   

ジョニーウォーカー ブラック  

ジョニーウォーカー ブルー  

デュワーズ 年     



 山崎 シングルモルト      

山崎 12年       

山崎 18年       

山崎 25年       

白州 シングルモルト      

響 ブレンダーズ チョイス     

響 21年       

サントリー 知多      

竹鶴 ピュアモルト      

イチローズモルト ホワイトラベル    

イチローズモルト ミズナラ ウッドリザーブ    

碧         



 

ヘネシー V.S.O.P    

ヘネシ X.O    

クルボアジュ V.S.O.P ルージュ     

マーテル コルドンブルー      

ブラー グラン ソラージュ           

クール ド リヨン ポム プリゾニエール      

ルイ・ジャド マール ア・ラ・マスコット       

グラッパ コスタ・ルッシ ガヤ       



 

 

 

 



Spirits 

タンカレー     

タンカレーテン     

ボンベイサファイア    

          季の美 季の美      

          六    六      

          和美人   和美人      

ニッカカフェジン    

ザボタニスト      

ケテルワン     

シロック     

グレイグース・ラ・ポワール   

グレイグース・ル・オランジェ   

白 サントリー 白      



バカルディ スペリオール    

バカルディ ゴールド    

バカルディ8         

ハバナクラブ 3年                

ハバナクラブ 7年                

ロンサカパ 23年      

ドンフリオ ブランコ    

ドンフリオ レポサド    

ドンフリオ アネホ    

パトロン シルバー    

グランパトロン プラチナム    

  

   SG焼酎  芋 / 麦 /  米      



サントリー プレミアムモルツ  

アサヒ スーパードライ   

キリン ハートランド   

サッポロ 黒ラベル    

 

黄桜麦酒 山田錦   

 

ギネス      

  

サントリー オールフリー   

  佐々木酒造                                                

平安四神ブルー 吟醸               

 



コカコーラ    

コカコーラ・ゼロ   

ジンジャーエール   

生絞りオレンジジュース                             

生絞りグレープフルーツジュース     

   アップルジュース                     

パイナップルジュース                 

アランミリア 葡萄畑のピーチネクター  

アランミリア マンゴーネクター  

ペリエ 330ml 

アクアパンナ 750ml 

 



田舎風パテ 季節野菜 ディジョンマスタード

    

    自家製サーモンマリネ ケッパーベリー サワークリーム 

豚のリエット クレソンサラダ クルトン添え

54 TH 和牛ビーフバーガー

フレンチフライドポテト

ケイジャンスパイスポテトウェッジ

ハモンセラーノとイタリアンサラミ

季節のフルーツ盛り合わせ

チーズの盛り合わせ ドライフルーツ ウォールナッツブレッド

国産牛の頬肉ビーフジャーキー

   

プレミアムミックスナッツ 

 



サーモンマリネ ケッパーベリー サワークリーム 

ハモンセラーノとイタリアサラミ

季節のフルーツ 

チーズの盛り合わせ ドライフルーツ ウォールナッツブレッド 

      

国産牛の頬肉ビーフジャーキー

プレミアムミックスナッツ 

 


