
昭和の古き良き時代、珈琲と云えばサイフォンでした。
お湯の中で珈琲が踊り・・・やがてもの静かに落ちてゆく。
焙煎された珈琲豆をベースに、
独特の香ばしさ、円熟した味・・・
最上階の芦屋珈琲時間。
やすらぎのひとときを・・・あなたのために・・・。



Coffee&Chocolate

ココア（ホット or アイス）

ブレンド珈琲 （お代わり自由）

￥900

￥1,000

￥900

￥1,000

￥800

￥1,000 ￥1,000

￥1,100 ￥1,100

アメリカン珈琲

カプチーノ

アイスコーヒー

カフェ・ラテ

アイスキャラメル・ラテ アイスショコラータ

カフェ・モカ

サイフォンが奏でる最高の贅沢、
琥珀色に輝く香り高き珈琲。

ビターな香りを
ホイップクリームに包み込めた
風味豊かなドリンク。

シナモンロースト豆を使用した
酸味の強いブラックの味わい。

珈琲＆泡立てミルクフォーム、
シナモンの
芳しい香りを添えて。

濃く淹れた珈琲＆
ミルクたっぷりの･･･
淡くマイルドな味わい。

￥1,000

アイスカフェ・ラテ

黒＆白のコントラスト･･･
淡雪のフォームが
包みこむ
まろやかなミルク珈琲。

キャラメルの
優しい甘味とまろやかさ、
黄金色に輝く
本格派フレーバーカフェ・ラテ。

珈琲、
ミルク＆チョコ･･･
幸せ気分たっぷりの
コラボドリンク。

珈琲とチョコが絶妙にマッチ･･･
ホイップクリームの
甘さを添えて。

イタリアンローストの
芳ばしい香り、
スッキリした切れの良い
苦味と清涼感。

Blend coffee

American coffee

Cappuccino Cafe latte Cafe mocha

Ice coffee Ice cafe latte Ice caramel latte Ice cioccolata

Cocoa Hot/Ice

（フロート100円プラス）

※上記は税込価格です。



コカ・コーラ

（ホット or アイス）

ディンブラー

￥900

￥900

アールグレイ

スリランカの季節風に育まれた華やかな
花の香りと素朴な風味のブラウンティー。

グレイ伯爵が愛したベルガモットの
落ち着きある芳香のフレーバーティー。

Dimbula　Hot/Ice

Earl grey  Hot/Ice

（ホットorアイス）

（ホットorアイス）

（ホットはティープレスでお出しいたします）

（ホットはティープレスでお出しいたします）

（フロート100円プラス）

￥950

￥800

柚子スカッシュ

￥850

柚子ティー

爽やかな香気と
果皮の色合い、四季を
彩る柑橘系ティー。

柚子の香り潤う、
爽快でソフトな
刺激のソーダ。

Yuzu squash

￥1,100

ミックスジュース

ほどよい酸味と甘み、
近畿外では味わえない
ローカルな
秘伝のジュース。

Mixed juice
Yuzu tea  Hot/Ice

（ホット or アイス）

￥950

はちみつジンジャーティー

はちみつ+生姜で
体ポカポカに。
アイスでも美味しく
召し上がっていただけます。

Honey ginger tea Hot/Ice

Orange juice

￥800 ￥750￥750
Grapefruit juice Coca-cola Ginger ale

Tea

Juice

オレンジジュース グレープフルーツジュース ジンジャーエール

ティープレス

アイスティー

※上記は税込価格です。

カシスフルーツ Cassis fruits

Chamomile ginger 

数種類のドライフルーツとカシス、ビタミンたっぷりの
ローズヒップ、ハイビスカスをブレンドした
自然な甘みのハーブティーです。

カモミールジンジャー
たっぷりのジンジャーと甘みのあるカモミールを
ブレンドし、ほど良い刺激とクセのない味わいが
楽しめるハーブティーです。

￥1,100

￥1,100

Herb Tea ノンカフェインティー



Cheese Cake

￥550￥550

ケーキセット
￥1,300
（珈琲 又は 紅茶）

税込

税込税込

単品単品

※上記は税込価格です。

自家製
チーズ
ケーキ



Cake Menu

ケーキセット

￥750

￥1,400

単品

アンリ・シャルパンティエさんの
ケーキを召し上がって
いただけるのは
直営店以外では
当ホテルのみです

ザ・ショートケーキ

モンブラン

～珈琲または紅茶～

イタリア産のまろやかなマロンクリームに
ラム酒を効かせた大人の味わい。

アンリ・シャルパンティエ自慢の生クリームと
苺を贅沢に使った定番のショートケーキ。

税込

税込

※上記は税込価格です。



コーヒークープ

￥1,300

￥1,300

Black＆White、
アダルトなランデブーデザート。

ガトーショコラ、バニラアイス、
季節のフルーツで飾る
幸福のデザート盛り合わせ。

Coffee coupe

Dessert plate

Dessert

コーヒーゼリー　   バニラアイスクリーム
（Coffee jelly＆vanilla ice cream）

デザートプレート

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※上記は税込価格です。

￥750
甘さ控えめ、
後味さっぱりの
極上デザート。

Vanilla ice cream
バニラ・アイスクリーム

￥950
大納言あずきを
たっぷり混ぜ込んだ
和風アイスクリーム。
大人の定番デザート。

Red bean ice cream
あずきアイスクリーム

￥950
イタリアンロースト仕立ての
苦みばしった風味と
琥珀に輝く珈琲デザート。

Coffee jelly
コーヒーゼリー



※上記は税込価格です。

竹園旅館伝承「野球カレー」
プロ野球選手の皆さまに

62 年間愛され続けている味です。
ハーフサイズ（￥1,100）も
ご用意しております。

竹園特選黒毛和牛
カレー

あまから焼肉のたれは
店内でも販売しております。

1本 ￥864

竹園特選黒毛和牛
あまから牛丼

ドリンクセット（コーヒーまたは紅茶）

ビールセット（生ビールまたは黒ビール）
￥2,100
￥2,300

Set Menu

Beef Curry

プロ野球選手の皆様が
こよなく愛する「あまから炒め」

あったかご飯にのせた
プレミアム牛丼です。
是非、ご堪能ください。

軽減
税率

￥1,600

￥1,600



※上記は税込価格です。

１階マグネットカフェで調理いたしますので、
ご提供までに 15 分～ 25 分のお時間を頂戴いたします。

コーヒーまたは紅茶

ミックスサンド

ベジタブルサンド

BLTサンド

￥1,600

￥1,600

￥1,900

プラス￥600でドリンクセット

※写真はイメージです。

◇11:30~17:00 までご注文いただけます。

（ハム・玉子・レタス・胡瓜・トマト）

（レタス・トマト・胡瓜・ポテトサラダ）

（手造りベーコン・レタス・トマト・ピーナッツバター）

Sandwich


