
Lunch Menu 

We want to attract you and become surrounded by your smiles.
So we want to be such a restaurant, 
installed a big table like a magnet in the center of the store, 
and we put feeling into the store name that started with “magnet”.

Our goal is a Hotel quality Cafe restaurant
“Hotel town cafe”
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盛り合わせ2～3人前用プレート￥7,150
Plate

❶鉄板の落下防止のため、木製のトレイにすべり止めを装着しております。　❷鉄板を持ち運ぶときは、細心の注意を払い安全の確保をしております。　❸鉄板でのお料理をご提供するときは、必ず両手で行っております。
鉄板料理 『安全宣言三ヶ条』すべてのお客様に安心して召し上がっていただくために

Hamburg
神戸牛炭火焼き手ごねハンバーグ

炭火焼き &  鉄板
Charcoal & Teppan

Beef

※写真はイメージです。季節によって内容が変わる場合がございます。　※通常ステーキはカットしておりません。カットをご希望のお客様はスタッフまでお申し付けください。

USロース AUSフィレ
200g
300g

￥4,180
￥6,270
￥9,405

150g
250g
350g

￥3,630
￥6,050
￥8,470

オージーユーエス 竹園特選黒毛和牛11:00～14:00/17:00～LO
￥5,500
￥7,150
￥8,800

赤　身：
ロース：
フィレ：

100g
100g
100g

150g
150g
150g

￥8,250
￥10,725
￥13,200

100g
150g
200g

￥1,210
￥1,760
￥2,420

※神戸牛をご希望のお客様はスタッフにお申し付けください。
1ポンド
（453g）

Chicken Pork
骨付きグリルチキン ￥1,760 骨付きグリルポーク ￥1,980

神戸牛100％の旨味にこだわり
当店ではハンバーグを

ミディアムレアに焼き上げています。

盛り合わせ3～4人前用プレート ￥9,900

選べるソース
〈7種類のソースから 1種類お選びください〉

Topping Menu 目玉焼き　　　　￥165　　チェダーチーズ　 ￥220　　手造りベーコン ￥440
海老フライ（1尾） ￥440　　骨付きソーセージ ￥440

Combo Plate

オージー

デミグラスソース・グレービーソース・おろしポン酢・天然塩・スモークフレーバーソース・鉄板たれ・あまからたれ

デミグラスソース・グレービーソース・
おろしポン酢・天然塩・スモークフレーバーソース・

鉄板たれ・あまからたれ

トッピングメニュー

①神戸牛炭火焼き
　手ごねハンバーグ100g

￥1,210 ②淡路島産 朝挽き鶏150g ￥1,320

￥2,420～￥4,840 《2品合計》
①～⑤でお好きなメニューを2品お選びください。

③兵庫県産ポークロース150g￥1,320

recommend
オススメ

選べるソース  〈7 種類のソースから 2種類お選びください〉

神戸牛
100％

神戸牛
100％

（淡路島産 朝挽き鶏使用） （兵庫県産 豚ロース肉使用）

https://takezono.co.jp

社長自ら伝統の目利きで仕入れた竹園特選黒毛和牛や
神戸牛100％の旨味にこだわったハンバーグ等を

マグネットカフェ自慢の炭火で焼き上げ、熱々の鉄板でご提供いたします。

④USロース100g
ユーエス

神戸牛炭火焼き手ごねハンバーグ 75g×2個・USロース 200g・US ローストビーフ 80g
骨付きソーセージ 2本・豚ヘレカツ 4枚・生ハムサラダ

神戸牛炭火焼き手ごねハンバーグ 100ｇ×3個・USロース 300g・US ローストビーフ 120g
骨付きソーセージ 3本・豚ヘレカツ 6枚・生ハムサラダ

⑤AUSフィレ100g ￥2,420￥2,090



※メニュー内の黒毛和牛は全て「竹園特選黒毛和牛」を使用しております。　※当店ではサービス料をいただいておりません。　※すべて税込価格です。https://takezono.co.jp

Kobe Beef Deli Salad
神戸牛デリサラダ

神戸牛で作るデリサラダバー＆
アイスクリームバー

￥1,430 ￥990単品 セット

◇キッズサラダバー（3歳～6歳）
◇お子様サラダバー（7歳～12歳）
◇シニアサラダバー（65歳以上）

￥550
￥880
￥990

炭火焼き手ごねハンバーグ・ふわトロ玉子ライス（七福米or白米）
海老フライ・ポテトフライ・ポテトサラダ・みかんゼリー

炭火焼き手ごねハンバーグ・ タコさんウインナー・唐揚げ
ポテトフライ・七福米or白米・みかんゼリー・りんごジュース

￥1,320※大人の方もご注文いただけます。

キッズプレート ￥990

お子様プレート
白米
七福米
パン

￥330 
￥440
￥330

Side Menu
サイドメニュー

手作りおばんざいがいっぱいの「サラダバー」に『神戸牛』が加わりグレードアップ！

さらに「アイスクリームバー」もお楽しみいただけます。

炭火焼き＆鉄板等と組み合わせることで、大変お得にお召し上がりいただけます。（セット価格 ¥990）

NEW 「炭火焼き＆鉄板」「ドリア＆パスタ」
「洋食」とのお得な組み合わせ価格
※サイドメニュー・アラカルト・定食は
　対象外とさせていただきます。

神戸牛
100％

神戸牛
100％



https://takezono.co.jp※写真はイメージです。　※メニュー内の黒毛和牛は全て「竹園特選黒毛和牛」を使用しております。　※当店ではサービス料をいただいておりません。　※すべて税込価格です。

Doria & Pasta

パスタ

ドリア

イカスミを練りこんだ黒いパスタに
昆布茶のだしをたっぷりかけて、おそば感覚で

お召し上がりください。

～淡路麺業の生パスタ使用～
モチモチした極上生パスタに、

相性のよいソースが絡み合うことで
乾麺では実現できない食感と
感動をもたらします。

まだ淡路麺業の生パスタを
ご賞味いただいていない方は、
ぜひ一度お試しください。

やみつきミートパスタ

￥2,090

Pasta

炭火焼き手ごねハンバーグと
削りたてチーズを絡めて食べる

マグネットカフェオリジナルミートパスタ。

ぷりぷりの海老とホクホクのサツマイモ。
抜群のコンビネーションを発揮しています。

ぷりぷりの海老とホクホクのサツマイモ。
抜群のコンビネーションのパスタをどうぞ！

世界三大珍味の
「トリュフ」がほのかに香り、高級感も漂います。

ドリア＆パスタ

Doria

（モッツァレラ・チェダー・グラナ・カマンベール）

モッツァレラチーズの
トマトソース  バジル添え

黒毛和牛と温泉卵の
カルボナーラ

手造りベーコンの
ペペロンチーノ

海老とサツマイモの
クリームソース

“黒毛和牛のパそば”

￥2,200

￥1,650 ￥1,760

￥1,980

￥1,760

黒毛和牛のカレードリア
（玉子使用）

オムライスドリア 4種チーズと野菜のドリア

海老とサツマイモの
クリームドリア

トリュフ香る
チキンクリームドリア 神戸牛ミートドリア

￥1,650 ￥1,650
神戸牛
100％

神戸牛
100％

￥1,760

￥1,980 ￥1,980 ￥2,090

それぞれの具材とベストマッチの「チーズ」、モチモチした 極上「生パスタ」
あなたは「チーズ」派ですか、それとも「生パスタ」派ですか？

竹園伝統のカレーと黒毛和牛のコラボ 熱 ド々リアにふわふわ玉子乗せ

神戸牛ミンチのミートソースと
ホワイトソースの2色仕立て

NEW

NEW

NEW

17:00～LO

白米 ￥330  　七福米 ￥440 　 パン ￥330￥990セット
神戸牛で作るデリサラダバー＆アイスクリームバーNEW

《ドリア＆パスタとのお得な組み合わせ価格》
Side Menu サイドメニュー



https://takezono.co.jp ※メニュー内の黒毛和牛は全て「竹園特選黒毛和牛」を使用しております。　※当店ではサービス料をいただいておりません。　※すべて税込価格です。

Yoshoku
洋食

黒毛和牛ガーリックライス
￥1,595

海老フライ（３尾）
追加：1尾につき

(ケチャップorデミグラスソース)

￥1,870
￥440

神戸牛ビーフマカロニグラタン

オムライス

￥1,595

￥1,375
ナポリタン（玉子使用）

￥1,485

recommend
オススメ

白米 ￥330  　七福米 ￥440 　 パン ￥330

神戸牛
100％

￥1,430

チキン南蛮
九州宮崎名物をリスペクト。

淡路島産 朝挽き鶏むね肉100gを使用しています。

「竹園第三別館」「竹園別館」「洋食館たけぞの」から脈々と受け継がれている竹園の「洋食」
進化し続ける「ホテルクオリティーの洋食」です。

￥990セット
神戸牛で作るデリサラダバー＆アイスクリームバーNEW

炭火焼き手ごねハンバーグ・ふわトロ玉子ライス（七福米or白米）・海老フライ・ポテトフライ・ポテトサラダ・みかんゼリー

炭火焼き手ごねハンバーグ・ タコさんウインナー・唐揚げ・ポテトフライ・七福米or白米・みかんゼリー・りんごジュース

￥1,320 ※大人の方もご注文いただけます。

キッズプレート ￥990

お子様プレート神戸牛
100％

神戸牛
100％

《洋食とのお得な組み合わせ価格》

Side Menu
サイドメニュー



定食

￥2,200
“ローストビーフ丼” （USビーフ）

※鮮魚はスタッフにお尋ねください。

ユーエス
Magnet Cafe オリジナル

Set Meal
定食には、副菜2種・ご飯（白米or七福米）・お味噌汁・お漬物が付きます。

竹園特選黒毛和牛の他人丼

￥1,760

ロースとんかつ定食

ユーエス
自家製ローストビーフ定食

（ＵＳビーフ）
￥2,430　〈単品〉￥1,870

お魚と野菜の煮付け定食
￥1,980　〈単品〉￥1,430

神戸牛 ハンバーグ定食
￥2,310
（手ごねハンバーグ150g オーブン焼き）

ミックスフライ定食

￥2,200　〈単品〉￥1,650

￥1,980

（ミンチカツ1個・海老フライ1本・
兵庫県産 豚ヘレカツ2枚）

ヘレカツ定食

￥1,980　〈単品〉￥1,430

ミンチカツ1個・コロッケ1個
『竹園別館』で人気のあったメニューが復活しました。

ミンコロ定食チキン南蛮定食
九州宮崎名物をリスペクト。

淡路島産 朝挽き鶏むね肉100gを使用しています。 ￥1,980　〈単品〉￥1,430

（兵庫県産 豚ヘレカツ5枚）

（兵庫県産 豚ロース肉150g使用）

￥1,870

￥1,430

（黒毛和牛使用） （兵庫県産 豚ロース肉150g使用）

https://takezono.co.jp※写真はイメージです。　※メニュー内の黒毛和牛は全て「竹園特選黒毛和牛」を使用しております。　※当店ではサービス料をいただいておりません。　※すべて税込価格です。

神戸牛
100％

兵庫県産豚ロース肉のかつ丼

炭火焼き手ごねハンバーグ・ふわトロ玉子ライス（七福米or白米）
海老フライ・ポテトフライ・ポテトサラダ・みかんゼリー

炭火焼き手ごねハンバーグ・ タコさんウインナー・唐揚げ
ポテトフライ・七福米or白米・みかんゼリー・りんごジュース※大人の方もご注文いただけます。

キッズプレート  ￥990お子様プレート  ￥1,320神戸牛
100％

神戸牛
100％



炭火焼き手造りベーコンの
シーザーサラダ

大地の恵みたっぷりサラダ

彩りトマトと
モッツァレラチーズのサラダ

具だくさんミネストローネ

コーンポタージュスープ

味噌汁（大分県麦味噌使用）

Salad & Soup
（オニオンドレッシング）

（バジルオニオンドレッシング）

（豆乳シーザードレッシング）

￥1,430　〈ハーフ〉￥715

￥1,540　〈ハーフ〉￥770

サラダ＆スープ

￥1,210　〈ハーフ〉￥605

炭火焼き手ごねハンバーグ・ふわトロ玉子ライス（七福米or白米）
海老フライ・ポテトフライ・ポテトサラダ・みかんゼリー

炭火焼き手ごねハンバーグ・ タコさんウインナー・唐揚げ
ポテトフライ・七福米or白米・みかんゼリー・りんごジュース

￥1,320
※大人の方もご注文いただけます。

キッズプレート ￥990

A La Carte
塩ゆで枝豆をニンニク・鷹の爪・オリーブオイルでソテーしています。

トリュフパウダーと削りたてグラナチーズをたっぷりまぶした香り豊かなポテトフライ。

白ワイン風味のジャムを付けてお召し上がりください。

特製塩たれとリンゴ酢に漬け込んだ自家製ピクルス。

アラカルト

お子様プレート

（ミンチカツ1個・コロッケ1個）
精肉店で月間3万人が行列する『竹園の手作りコロッケとミンチカツ』のセットです。

枝豆ぺペロンチーノ

やみつき塩ピクルス

皮つきフライドポテト

トリュフとチーズのポテトフライ

カマンベールチーズフライ

コロッケ

ミンチカツ

ミンコロセット

フライドチキン（淡路島産 朝挽き鶏使用）

熟成プロシュート

￥660

￥660

￥550

￥990

￥990

￥275

￥495

¥770

￥990

￥1,430

神戸牛
100％

神戸牛
100％

https://takezono.co.jp※写真はイメージです。　※メニュー内の黒毛和牛は全て「竹園特選黒毛和牛」を使用しております。　※当店ではサービス料をいただいておりません。　※すべて税込価格です。

￥605

￥605

￥220

サンドウィッチ

￥1,540

￥1,540

￥1,760

￥2,200

ミックスサンド

ベジタブルサンド

ＢＬＴサンド

自家製ローストビーフサンド（USビーフ）

（ハム・玉子・レタス・キュウリ・トマト・からしバター・マヨネーズ）

（レタス・トマト・キュウリ・ポテトサラダ・からしバター・マヨネーズ）

（手造りベーコン・レタス・トマト・ピーナッツバター・マヨネーズ）

（タスマニア産マスタード・マヨネーズ・からしバター・スモークフレーバーソース）

ユーエス

Sandwich

NEW

NEW

NEW

白米 ￥330  　七福米 ￥440 　 パン ￥330Side Menu
サイドメニュー



マグネットカフェ
マネージャー＆スタッフ一同

「磁石のようにお客様を引き寄せ、お客様の笑顔に囲まれたい」
という想いを込め2017年4月にオープンした 【Magnet Cafe】
5周年の節目を機に、改めて『5つの柱』を設けました。

Ⅰ.神戸牛・黒毛和牛・輸入牛などの素材の良さを最大限に引き出す『炭火焼き』
Ⅱ.「竹園別館」「洋食館たけぞの」から受け継がれ、現在も進化し続けている『洋食』
Ⅲ.選ぶ料理に迷った時には絶対おすすめ「これで！」と、一言で注文完了の『定食』
Ⅳ. それぞれの具材とベストマッチの「チーズ」、モチモチした極上「生パスタ」を使った『ドリア＆パスタ』
Ⅴ.素材として新しく「神戸牛」を使用、さらに「アイスクリームバー」が加わりグレードアップした『デリサラダバー』

これからも、この『5つの柱』をお楽しみいただき、溢れ出たお客様の笑顔に囲まれ初心の想いを続けてまいります。
おひとり様でもグループでも、お気軽にご利用ください。


