
 
からきや珈琲カフェの  
自家焙煎コーヒー  

スペシャルティコーヒーとは 

香り高く、特徴のある風味を持ち 

ほのかな甘みを持っています 

後味に雑味がなくなめらかな口当たりが特徴です。 

からきや珈琲カフェではご注文を頂いた後に、 

挽きたてのコーヒーをハンドドリップで提供させて頂きます。 

からきや珈琲ではスペシャルティコーヒーを中心に 

世界各国のコーヒー生豆を仕入れ自家焙煎工場にてコーヒー生豆を 
焙煎しています 。 

煎りたての味と香りをお楽しみ下さい。 

銅のドリッパーでコーヒーを淹れることにより円やかな口当たりです。 

世界の美味しいコーヒーの基準は、農園や品種にこだわった、 

「スペシャルティコーヒー」と呼ばれる高品質なコーヒーへと向いています。 
そして厳選された素材を焙煎や抽出によって、さらに最高の一杯に 

仕上げる、コーヒーマイスターの技も進化しています。 

5% 



スペシャルティコーヒー 

モカ・イルガチェフェ G3 ナチュラル (中煎り) 680yen(税別) 
モカ特融の甘いチョコレートのような風味と、 
柔らかな酸味心地良い香りが特徴です。 

マンデリンアルールバダ (深煎り) 680yen 
独特のコクと柔らかな苦味を持つ、 
シルキーな口当たりなどが絶妙なバランスのコーヒーです。 

エルサルバドル サンタ リタ (中煎り) 

 
650yen 

ワインフレーバーを伴った甘み、 
素晴らしいアロマとフレーバーを併せ持ったコーヒーです。 

こちらのページのコーヒーは2杯目200円引きとなります(銘柄変更可)  お替りコーヒー 

スペシャルティコーヒーとは 

農園指定されたコーヒーであり、香り高く、 

特徴のある風味を持ちほのかな甘みを持っています 

後味に雑味がなくなめらかな口当たりが特徴です。 

生産国：エチオピア 
エリア：イルガチェフェ地方 
 
酸味 ★★★ 
コク  ★★★ 
甘み ★★★ 
香り  ★★★★ 
苦味  ★★ 

生産国：エルサルバドル 
エリア：ソンソナテ州 

酸味 ★★ 
コク  ★★★ 
甘み ★★★ 
香り  ★★★ 
苦味  ★★ 

生産国：インドネシア 
エリア：アチェ州 

酸味 ★ 
コク  ★★★★ 
甘み ★★ 
香り  ★★★★ 
苦味  ★★★★ 



からきや珈琲カフェ　コーヒーメニュー
　 　

　　　　　自家焙煎コーヒー

      ～煎りたての味と香りをお楽しみ下さい～
　　　

ストレートコーヒー

コーヒー豆 ロースト 特徴 (税別)

ﾓｶ･ｲﾙｶﾞﾁｪﾌｪ・ﾅﾁｭﾗﾙ 中～中深 ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰ　ﾓｶ特融の甘いﾁｮｺﾚｰﾄのような風味と心地良い香りが特徴 ¥680

エルサルバドル サンタ リタ 中深煎り ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰ　ﾜｲﾝﾌﾚｰﾊﾞｰを伴った甘み、素晴らしいｱﾛﾏとﾌﾚｰﾊﾞｰ ¥650

ケニヤ カリイ ファクトリー 中～中深 ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰ　爽やかな柑橘系の風味としっかりとしたコクと芳醇な甘み ¥600

ブルンジコーヒー ンクバ CWS 中深煎り ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰ　甘みを鮮明にする質の良い酸味と甘いｽﾄﾛﾍﾞﾘｰのようなﾌﾚｰﾊﾞｰ ¥600

ｺｽﾀﾘｶ ﾗ ｶﾝﾃﾞﾘｰｼﾞｬ ﾊﾆｰ 中～中深 ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰ　ハニー製法ならではの甘み、クリーンで美味しい味の仕上がり ¥600

ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ ﾓﾝﾃｼｰｼﾞｮｽ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ 中煎り ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰ　ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂのような風味、ﾌﾙｰﾃｨでｸﾘｱなﾊﾞﾗﾝｽのとれた味わい ¥600

ﾌｧｾﾞﾝﾀﾞ ｾﾗﾀﾞｽ ﾄﾚｽﾊﾞﾗｽ 中煎り ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨ-ｺｰﾋｰ　ｱｶｼｱﾊﾁﾐﾂのような甘みと爽やかさのﾊﾞﾗﾝｽのｺｰﾋｰ ¥600

メキシコ オーガニック デカフェ 中煎り ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰ　ｶﾗﾒﾙのような甘さと香ばしさ、柑橘系の甘み酸味(ﾉﾝｶﾌｪｲﾝ) ¥600

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･NO.2アララＳ18 中煎り 透明感のあるさわやかな酸味とソフトな口当たりのｺｰﾋｰ ¥480

コロンビア サンアグスティン 中深煎り 豊かな酸味とコクがあり、ヘーゼルナッツの様な香りを持つコーヒー ¥480

キリマンジャロA・Aキボー 中深煎り 質の良い酸味とコクのある風味豊かなコーヒー ¥480

マンデリン アルール　バダ 深煎り ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰ　独特の香りと柔らかな苦味と甘み、コクを持つｸﾞﾙﾒｺｰﾋｰ ¥680

深煎りケニヤA・A 深煎り 甘みとコクのある香りのよい苦味のコーヒー ¥550

深煎りｺﾛﾝﾋﾞｱ ｻﾝｱｸﾞｽﾃｨﾝ 深煎り 苦味の効いたすっきりとした味わいのコーヒー ¥530

ブレンドコーヒー

コーヒー豆 ロースト 特徴 (税別)

からきや贅沢ブレンド 中煎り ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰ　柔らかい酸味と甘い香りの調和のとれたブレンド ¥750

スペシャルハニーブレンド 中深煎り ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰ　はちみつのような甘みとコクのあるシルキーな口当たりのブレンド ¥650

ロイヤル・モカ・ブレンド 中煎り ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰ　モカ特有の甘いチョコレート風味とフルーティな香りのブレンド ¥650

からきやスペシャルブレンド 中煎り 気品のある甘い香りと酸味・苦味・コクがみごとに調和したブレンド ¥480

からきやクラシックブレンド 中深煎り 香りとコクのある苦味を生かした風味豊かなブレンド ¥550

深煎りプレミアムブレンド 深煎り 甘みのある深い香りとコクがありスペシャルティコーヒーを使ったブレンド ¥550

ショコラ ブレンド 中深煎り ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰ　甘みとショコラフレーバー、ケーキやチョコとの相性が抜群 ¥600

 

　 　 　

               

スペシャルティコーヒーとは 

香り高く、特徴のある風味を持ち 

ほのかな甘みを持っています 

後味に雑味がなく 

なめらかな口当たりが特徴です。 

５％ 

おすすめ 

おすすめ 

新豆 

おすすめ 

期間限定 

ランチセット、モーニング、 

お飲み物(２杯目)を 

ご注文のお客様は 

スペシャルティコーヒーに限り 

200円引きさせて頂きます。 



630yen 

ホット ドリンク  

ウィンナーコーヒー 

ふわふわのミルクたっぷりのカフェラテ 
カフェラテ 530yen(税別) 

自家製ホイップたっぷりの深煎りコーヒー 

630yen 

アイス ドリンク  

コーヒーフロート 

580yen 

香り高い甘みとコクのあるアイスコーヒー 

590yen 

深煎りプレミアムアイスコーヒー 
550yen 

アイスカフェラテ 
ふわふわのミルクたっぷりのアイスカフェラテ 

アイスカプチーノ 
ふわふわのミルクたっぷりのシナモンカフェラテ 

アイスコーヒーにたっぷりのアイスクリーム 

シナモンの香るミルクたっぷりのカフェラテ 
カプチーノ 540yen 

夏季限定
極上アイスコーヒー

570yen アイスカフェオレ 
香り高いアイスコーヒーで作るアイスカフェオレ 

ウィンナーコーヒー 

コーヒー 

フロート 

630yen アイスウィンナーコーヒー 
自家製ホイップたっぷりのアイスコーヒー 

アイス 

ウィンナーコーヒー 

黒蜜アイスカフェオレ



630yen 

アレンジ ドリンク  

フローズンあんずジュース 

630yen 

濃厚バニラアイスとアイスコーヒーをシェイク 
モカフロスティー 

630yen(税別) 

アイスココア 
クラッシュアイスのコクのあるアイスココア 

あんずの甘酸っぱさが凝縮した味わい 

580yen クリームソーダ 
濃厚バニラアイスののった昔ながらのクリームソーダ 

エスプレッソ 

バナナシェイク 

アイスココア 

紅茶  

ホットティー 550yen クリーム 

ソーダ 

フルーツティー(ホット、アイス) 600yen 

春摘みダージリンを巧みにブレンドした、爽やかで繊細な味わい 

エスプレッソバナナシェイク 
バナナとエスプレッソをシェイクした大人のバナナシェイク 

チョコミントシェイク 
ミントが爽やかなフローズンシェイク 

チョコミント 

シェイク 

630yen 

630yen 



730yen(税別) キーマカレードリア(ミニサラダ付き) 

 

700yen 

キーマカレーと焼きチーズが 
香ばしいカレードリア 

ライス   

ツナと玉子のホットサンド  
680yen    

400yen(ハーフ)   
オニオンの入ったヘルシーなサンド 

ピザ風ホットサンド 680yen   

400yen(ハーフ) ピザソース、ベーコン、チーズの 
バランスがよいホットサンド 

ホットサンド  

キーマカレーライス(ミニサラダ付き) 
ピリ辛キーマカレーとミニサラダのセット 

こちらのライス、ホットサンドは１４時からのご提供となります。 



ガトーショコラ  430yen(税別) 

たっぷりのホイップクリーム添え 

ヨーグルト 
レアチーズケーキ 430yen 

爽やかな味わいのレアチーズケーキ 

自家製スイーツ  

スイーツとお飲み物(単品)をご注文で 
 
１００円引きさせて頂きます。 
 

裏面にもスイーツメニューがあります。 

コーヒーゼリー 480yen(税別) 
ほろにがコーヒーゼリーと 
バニラアイス、ホイップクリーム 



３種ベリーのミルクプリン  430yen(税別) 

ぷるぷるのミルクプリンとベリーソース 

自家製スイーツ 

チョコバナナパフェ 630yen 

チョコアイスとバニラアイス、 
バナナ、ホイップクリームと 
ボリュームのあるパフェ 

アフォガード 480yen 
濃厚エスプレッソと 
濃厚バニラアイスがたっぷり２杯 

スイーツとお飲み物(単品)をご注文で 
 
１００円引きさせて頂きます。 
 



 

エスプレッソ 

    バナナシェイク 

ドリンク

サラダ、ドリンク付き

チョコミントシェイク 

  各￥６３０(税別) 



 

かぼちゃパイ 

ドリンク

サラダ、ドリンク付き

地元・古河市 安田さんの
甘い完熟かぼちゃを使って
います！ 

期間限定 

パイ皮も手作りです！ 

自然の恵みをお楽しみください！ 

ランチセット  ＋￥４３０(税別) 

ドリンクセット ＋￥４３０ 

単品 ￥５３０ 

オレンジピール添え 



 

　

フレンチトースト 

ドリンク

サラダ、ドリンク付き

￥６８０(税別) 

濃厚リッチ 
   バニラアイス添え 
        



 

　

ドリンク

サラダ、ドリンク付き

￥７８０(税別) 

ベーコンとオニオンの 
 
トマトチーズドリア      

フレッシュバジルのせ 



 

　

昔ながらの 

   ナポリタン 
ドリンク

サラダ、ドリンク付き

￥７３０(税別) 

昔なつかしい 
   喫茶店のナポリタン     


