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����������������������のお食事

トラウトサーモン、アボカド、柑橘フルーツ、六甲マッシュルームの彩り鮮やかな具材を合わせたサラダガレット。
自家製ハーブマヨネーズソースをかけてお召し上がりください。

サーモンとアボカドのサラダガレット   自家製ハーブマヨネーズソース添え

お好きなメインにセットでご注文いただけます。

単 品

・コーヒー ���������

・紅茶 �★���������
★ティーポットでご提供いたします

��������
・ジュース（アップル/オレンジ/マンゴー）

・季節のティーソーダ

季節のスープ
+選べるドリンク

�����ベーグル
+選べるドリンク

�����������ブランドから
生まれたベーグル。

小麦の甘い味わいと、こだわり製法から
生み出された軽い食感の

�����オリジナルベーグルです。

とは

��
�	�����
単品メニュー

・サラダ・ベーグル

季節のスープ+ 
�����ベーグル+選べるドリンク

・スープ

���� ������ �税込������ ���� ������ �税込������

���� ������ �税込������

�������税込�������

+ �����税込����
�
� + �����税込����

�
� + �����税込����

�
�



�写真はイメージです。※ガレットはそば粉を使用しております。アレルギーの方はご遠慮ください。

菜の花と小松菜のピューレを加え色鮮やかなクリームパスタに仕上げました。
トラウトサーモンといくらを絡めてお召し上がりください。

サーモンといくら、菜の花のグリーンクリームソースパスタ

淡路産レモンバターが溶け出すと、トマトソースにコクが加わりレモンの風味が広がります。
スナップエンドウとそら豆の野菜と共に。

サルシッチャと季節野菜のトマトソースパスタ   淡路産レモンバター添え

単 品 単 品

旬野菜の筍を炊いてシャキッとした食感とあさりの旨味が詰まったオイルベースのパスタ。
季節野菜と絡めてお召し上がりください。

アサリとたけのこのオイルパスタ

神戸ポークハムと播州赤たまご・チーズが入ったシンプルなガレット。
自家製イチゴドレッシングをサラダにかけてお召し上がりください。

播州赤たまごと神戸ポークハムのガレットコンプレ   イチゴサラダ添え

単 品 単 品

�������税込�������

�������税込������� �������税込�������

�������税込�������
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����������������������のデザート

イチゴのアフタヌーンティーセット

タルトフレーズ 
イチゴとピスタチオのプティエクレール
イチゴとエルダーフラワーのジュレ

クレームブリュレ
イチゴマカロン

イチゴのフルーツサンド
イチゴのブラウニー

スコーン 
イチゴジャムとマスカルポーネクリーム

おひとり様からご注文いただけます

上段

下段

ホットティー�（��～ ��ページよりお選びください）

アイスティー （ミルク �レモン �ストレート）

コーヒー ���������

ジュース （アップル �オレンジ �マンゴー）

季節のティーソーダ

下記からお選びください

ドリンク

���������������

写真はイメージです。

は、プラス ��� は、プラス ����

���������� �税込���������
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��������
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����������������������のデザート

イチゴとグロゼイユで炊き上げた甘酸っぱいコンフィチュールに、
ピスタチオクリームとヘーゼルナッツのクランブルを重ねました。
さっぱりとしたエルダーフラワーのジュレの香りと
フレッシュなイチゴが贅沢に散りばめられたパルフェです。

������������������������������
イチゴとピスタチオのパルフェ

������

コーヒー ��������

紅茶 ★���������★ティーポットでご提供いたします

ジュース アップル �オレンジ ��マンゴー �

季節のティーソーダ

��������ドリンクセット

�������税込�������

�税込������

写真はイメージです。
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����������������������のデザート

���������������������
�����	���

フレッシュイチゴとキャラメリゼナッツが好相性な季節限定クレープ。
ふわふわのフロマージュブランとバニラアイスを
一緒にお楽しみください。

イチゴとフロマージュブランのクレープ

コーヒー ��������

紅茶 ★���������★ティーポットでご提供いたします

ジュース アップル �オレンジ ��マンゴー �

季節のティーソーダ

�

�������税込�������

��������ドリンクセット ������ �税込������
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����������������������のデザート

温かいクレープデザートの定番「クレープ�シュゼット」。 
もちもちのクレープ生地にはサワークリームを挟んでいます。
オレンジ香る温かいキャラメルソースと合わさると、フルーティーな
甘い香りが口いっぱいに広がります。

������� ����
クレープシュゼット

コーヒー ��������

紅茶 ★���������★ティーポットでご提供いたします

ジュース アップル �オレンジ ��マンゴー �

季節のティーソーダ




������税込������

写真はイメージです。

��������ドリンクセット ������ �税込������
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����������������������のケーキ

������税込������

������税込������ ���� �税込������

�������税込�����

������税込������

������税込������

�����	���������
さくらんぼのタルト

真っ赤に実ったさくらんぼと　
ピスタチオをきかせたアーモンドクリームのマリアージュ

�������	������
�������
夏みかんのジュレタルト

コンポートした甘夏と夏みかんを
すっきり爽やかなジュレに仕立てました

������������
��
柑橘のタルト

白果皮に包まれた瑞々しい果実と
香ばしく焼き込んだアーモンドクリームをごいっしょに

�������������
瀬戸内レモンのタルト

愛媛県 岩城島から届くレモンをまるごと搾って　
クリームの香りを引き立てた夏のスペシャリテ

�������
シャペロン

ミルキーなクリームと苺をブリゼ生地で焼き上げた　
イチゴミルク仕上げのベイクドチーズケーキ

��	��������
���
メルティレア

北海道ナチュラルクリームチーズのレアチーズケーキを　
なるとオレンジのコンフィチュールとごいっしょに



��写真はイメージです。

���������������
����������������������のケーキ

������税込������

���
��	������
シトロンレア

神戸・いなだ養蜂園のはちみつをきかせたレアチーズを
瀬戸内から届いたレモン果汁のクリームとご一緒に

������税込�����

������税込����� ������税込�����

���� �税込������

������������
ピスタチオエテ

ピスタチオとレモンが香る
爽やかでなめらかなガトー　

������	��
�	��
マスクメロンのショートケーキ

“果物の王様”、香しいマスクメロンを
しっとり生地となめらかなクリームとごいっしょに

������税込������

���������������	��
ルビーキューブショコラ 

スペイン産クーベルチュールの香りと
ジェノワーズショコラのカカオコントラストをどうぞ

���
���
ジャスミン

ジャスミンのショコラムースと
グレープフルーツのコンフィが香る優雅な味わい

���������������
ガトーフランボワーズ

クリーミーなフランボワーズのバタークリームと
アーモンド生地で層を成した上品な味わいのケーキ



��

茶葉の持つ特性を飲み比べてください。どんなお菓子にも良く合うスタンダードなお茶です。�������� スタンダード

まろやかな味わいとしっかりしたコクが、
濃厚なケーキにも負けない美味しさです。
ミルクをたっぷり入れて、茶葉特有の甘みを感じて下さい。 

�����

すっきりとした優雅な薫りとマイルドな口当たりは、
「紅茶のブルーマウンテン」のよう。
ストレートはもちろん、ミルクとの相性も抜群です。

�������

ニルギリ

アッサム

茶葉が醸し出すほのかな甘みは、
フルーツタルトとの相性ピッタリ。
さっぱりした香りと旨みが口の中に広がります。

����������

ダージリン ������税込������������税込������

������税込������

オリジナルのセイロンブレンド。
爽やかな薫りとコクが、お菓子にぴったり。

��������������� 

トゥーストゥースブレンド ������税込������

月ごとのおすすめ紅茶
������������

���������

天然のレモンの香りをきかせた、
すっきり爽やかな味わいのフレーバーティー。
柑橘のケーキと合わせるのがおすすめ。

�������������
シトロンシュプリーム ������税込������

カモミール特有のフルーティーな香りと
落ち着きのある味わいには、フルーツタルトが好相性。

癒しのひとときを演出してくれます。

��������������������
カモミールダージリン ������税込������

5���

甘み、酸味、渋みのバランスがとれた紅茶には
フルーツタルトがおすすめ。

くっと紅茶をふくんだあとの余韻は幸せのひととき。

����������
ダージリン ������税込������

6���� 7��	� ※レモン果汁は含まれておりません。



��写真はイメージです。

セイロンティーに清涼感あふれる
ベルガモット柑橘系の香りを付けました。
自然で落ち着きのある芳香をお楽しみください。 

������������·�·��

アールグレイ

天然のレモンの香りをきかせた、
すっきり爽やかな味わいのフレーバーティーです。

�������������

シトロンシュプリーム

バニラの香りとアッサムティーのマリアージュ。
ミルクを合わせれば芳ばしい
ビターアーモンドの風味が口いっぱいに広がります。

���� ���������

アマンド バニーユ

すっきりとした薫りとほのかな甘みが心地よい
オレンジフレーバーを、烏龍茶葉にあわせました。

������ ��������

フルール ド オランジェ

紅茶の味わいとともに香りをお楽しみいただくフレーバーティーです。������ フレーバー

中国茶や紅茶とハーブやスパイスなどをブレンドしたオリジナルのブレンドティーです。���������� ハーブブレンド

ケニアティーに粗挽きジンジャー（しょうが）を合わせました。
ミルクをたっぷり入れてコクのある
まろやかなジンジャーティーを。

������

ジンジャー

「ブルガリアンローズ」から抽出したふんわり甘い薫りと、
優しくて華やかな風味が、
エレガントなティータイムを演出します。

������������

ブリアンローズ

������税込������

������税込������

������税込������

������税込������

������税込������

������税込������
バラの花びらとオレンジピールを烏龍茶にブレンド。
バラの香りと爽やかなオレンジの風味が
こころと身体をリラックスさせてくれます。

�������

花花（ホアホア） ������税込������

ダージリンにドライカモミールをブレンドしました。
香料を一切使わないナチュラルフレーバーは、
リンゴのような甘い薫り。
フルーツタルトとの相性ピッタリです。

��������������������

カモミールダージリン ������税込������
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����������������������のドリンク

�����������������������������������	����	���

イチゴと好相性のホワイトチョコレートを合わせました。
イチゴの酸味とホワイトチョコレートのコクがリッチに感じられる一杯です。

イチゴとホワイトチョコレートのソイミルク
��
������������������������������

甘酸っぱいイチゴのレモネードにドライローズを合わせた
華やかな香りのレモネードです。

イチゴとドライローズのレモネード

※豆乳をミルクに変更可能です。

������税込������ ������税込������
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����������������������のドリンク

�����������
��
�����

���％シチリアレモン果汁を使用した、
シュワっとすっきり爽やかなレモネードです。

�����������レモネード（���）

�������
�����

すっきり爽やかなレモネードに
マスカット風味のハーブ、
エルダーフラワーを加えました。

ハーブレモネード（���）

オレンジジュース

アップルジュース

マンゴージュース

アイスティー（ストレート �レモン �ミルク）

�����

コーヒー ���������

アメリカン �����

カフェオレ ���������

����

スパークリングワイン�（ベビーボトル）

シードル�
ヴァルド・ランス・クリュ・ブルトン（辛口）

ビール（小瓶）

アールグレイの旨味と薫り高いダージリンを
ブレンドしたオリジナルのアイスティー。

トニックウォーター

���

������

�������	�������	

アッサムの茶葉をミルクでじっくり煮出しました。
飲み心地良く、スイーツと相性抜群な
�����������のロイヤルミルクティー。

�����������の
ロイヤルミルクティー（�������）

写真はイメージです。
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