
オドロキ

「！」を実らせる。
GREENARIUMは、農業と食の「！」体験を生み出すブランドです。

わたしたちが栽培したトマトといちご、
そして淡路島の食材が味わえるレストラン、

GREENARIUM awajishima。

たくさんのいちごを星のように見上げながら、
ゆったりと過ごすことのできる空間、いちごピクニック。

いちご愛がとまらない！いちご愛がとまらない！
いちごづくしのカフェ＆産直ショップ、GREENARIUM granary。

今まで味わったことのないような「！」を次々と実らせることで、
あなたの毎日をワクワクで満たしていきます。

POWERED BY淡路の島菜園



TOMATO LABO

8種類の個性的なトマトを収穫できます！
TOMATO LABO(トマトラボ)とは、レストランに併設された
トマトハウスのことです。
 このハウスは、お客さんに畑をもっと身近に感じてほしい、
素材の力が料理にどう影響しているのか。
そんな想いを知ってほしくてトマト狩り体験をはじめました！

UMA-PAN

お
お

い



トマト3粒収獲×サラダスープセット

お好きなトマト3種類を選んで、
かわいいカゴの中に収獲できます。

そのまま食べてもよし、
料理にトッピングしてもかわいい！

とりあえず
トマト狩りセット　￥380

もっとトマト串    　￥500

串がいっぱいになるまで収穫！！

個性的な形のトマトを見つけたり、
トマトシールを使ってオリジナルの
串をつくれます。

上手にできれば８種類コンプリートも
できるよ！A2

MENU

A1



主役はうちのトマトと淡路の季節野菜。
シーズンによって見せてくれる色が
変わるので、何度食べてもあきない！

アンチョビ＆ピクルスの酸味がトマトの
甘みとGOOD！

彩りトマトと淡路野菜の
シーザーサラダ
￥1,280

A3

4

淡路野菜とトマトの味噌バーニャカウダ。

淡路島の野菜をふんだんに盛り合わせ、
いろんな食感と濃厚な味噌の相性を
お楽しみください！

淡路野菜のバーニャカウダ
byフレッシュグループ　
￥1,280

5

トマトの魅力を感じてほしい、味付けは
バジルやオリーブオイルとシンプルに
仕上げています。

塩気もあるからおつまみにピッタリ！

ブルスケッタ
￥480



A6

A7

A8

バケット（２枚）￥200  

自家製パンに2525ファームの
甘い蜜玉をまるごと詰めた、
グラタンパン。

素材はシンプルに。
贅沢に玉ねぎを味わう一品。

この一品のためにパン研究を
はじめるほど、こだわってます。はじめるほど、こだわってます。

まるごと蜜玉
　　グラタンパン

￥980

地魚のアクアパッツァ
(ケット付き)　 ￥1,980     　  

季節の淡路魚やタコの旨みと

トマトの相性をお届け！

数量限定！



淡路牛ミートライス　￥1,180
トマト×淡路牛の自家製ソースと
バターライス。B1

B2

B3

B4

淡路牛100％ 
グリナリウム特製ハンバーグ　￥1,380

淡路牛100%
ゴーダ ジャイアン バーガー ￥1,280

淡路牛100%
T.T.T.バーガー   ￥1,280

甘くてやわらかい玉ねぎ、肉厚トマトでボリューム◎！
ちょっとピリ辛なトマトソースで仕上げています。

160gの淡路牛を堪能できるグリナリウム特製ハンバーグ！
余計なものを加えず、素材から出た肉汁・旨みを味わってください。

タルタルソース・テリヤキソース・自家製トマトの
ハンバーガー。淡路島にある北坂養鶏場の
さくらたまごを使った濃厚タルタルソースがGOOD！



B5 ブレ二ーのカルボナーラ　￥1,380
ブレニーのおいしさを最大限引き出した結果、
この黄色いカルボナーラにたどり着きました！！

ソースづくりにはおいしいブレニーがたくさん必要で、
トマト栽培もとっても大変なんです。

でもブレニーがおいしいから。
この一皿に、栽培からお店へと想いがつながっています。

よ
う
こ
そ
！
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●タリアテッレ



トマト農家だからこそ知っている、トマトのおいしさと
可能性を引き出した一品。

B7

B6

GUUのプライドパスタ
                      ￥1,380

ハモとしらすの
カラフルオイルパスタ
                      ￥1,380

酸味がひかえめで甘みが強い
GUUをたっぷり使った、
トマトづくしのパスタです。
トマト好きはとにかくこの
パスタを食べてほしい！

淡路食材×カラフルトマトを
オイルパスタで仕上げました。
時期ごとのトマトに合わせて
変化するソースと盛り付けを
楽しんでほしいです！

◆リングイネ

★Fスパゲッティ



トマト×地魚やヒイカを使用した
パスタです。チーズをかけると
さらにコクが増します！

兵庫県産の小麦と卵を
練りこんだ、淡路麺業
の生パスタを使用して
います。

●タリアテッレ
弾力ともちもち感が人弾力ともちもち感が人
気の麺。トマトソース
系との相性が◎！

★Fスパゲッティ
一般的な麺で、Fさん
が開発したらしい。。

◆リングイネ
濃厚なソースと相性が濃厚なソースと相性が
いいロングパスタ。

バケット（２枚）　￥200  
スープやパスタに合わせて

地魚の
クリームペスカトーレ

￥1,780

B8

平岡農園のレモンを主役にした、
さっぱりクリーミーなパスタ。

淡路牛×トマトの旨みを
じっくり引き出したパスタ。

淡路島レモンクリームパスタ
￥1,380

淡路牛のボロネーゼ
￥1,280

B9 B10

淡路麺業のパスタを
使用しています！

●タリアテッレ

★Fスパゲッティ ◆リングイネ

A7



マキィズ チョコパフェ 
￥1,780

C1

チョコレート×いちごの相性を追究した
「マキィズパフェ」

うちのいちごが引き立つように配合された
チョコでいろんな食感と味わいを届けます。

華やかな見た目に反して、一つ一つのパーツ華やかな見た目に反して、一つ一つのパーツ
が繊細。チョコマニアといちごマニアのこだ
わりがぎゅっと詰まっています。

いちごのメレンゲ
いちごの板チョコ
トリュフ
チョコクリーム
チョコプリン
チョコアイス
ジャムジャム
（いちご＆フランボワーズ）
熟成ショコラ
いちごのアイス
チョコクランチ

MAQUI̓Sは神戸の老舗チョコレート店です。
彼らショコラティエは、数グラムの配合、数ミ
リの厚さにこだわり、素材の個性を活かした本
格スイーツ作りをするチョコマニア。

わたしたちいちごマニアと同じように、ただ誠わたしたちいちごマニアと同じように、ただ誠
実に、自分たちが心から美味しいと言えるもの
を作り、食べた人の笑顔が見たい。
そんな想いがこのパフェに込められています。

チョコマニアのMAQUI̓Sとは？ 

MAQUI̓S　×　GREENARIUM



いちご愛とあんこ愛が詰め込まれた和パフェ。

頂果いちご大福やわらび餅、あんこなど、
いちごとの相性が抜群です！

地元の和菓子屋「かじた屋」のあんこ作りは、
小豆のやさしい甘さと風味を残しつつ、
いちごが主役になるように絶妙な調整をして
います。います。

テラリウムのような繊細な見た目も美しい！

かじた屋 和パフェ 
￥1,580

かじた屋のあんこ愛って？

かじた屋　×　GREENARIUM

C2

でっかい頂果いちご大福
ホワイトチョコ×抹茶
抹茶アイス
かじた屋のあんこ
抹茶クランブル
シャンティクリーム
わらび餅わらび餅
豆乳パンナコッタ
レモンゼリー

かじた屋は、美味しいあんこ作りにこだわりを
持ち、新しいことにも挑戦する地元の和菓子屋
さんです。
とにかく、あんこを語り始めたら止まらない！

多くの和菓子屋さんがやらない手作りあんこを
する理由は、本当に美味しい和菓子を食べてほ
しいから。それだけなんです。
そのあんこ愛に惚れ込み、かじた屋和パフェがそのあんこ愛に惚れ込み、かじた屋和パフェが
誕生しました。



いちごアイス
グレープフルーツゼリー
ふんわりスポンジ
いちごソース
いちごクリーム
いちごジュレ
クリームチーズクリームクリームチーズクリーム

グリナリウムで大人気のいちごパフェ

うちでとれたフレッシュないちごと、
自家製のクリームチーズの相性が最高！

ほとんどのパーツにいちごが使われている
、いちご好きのためのパフェです。

GREENARIUM　ORIGINAL 

C3
いちご C.C.C.パフェ
 ￥1,480



いちご串　　　　　￥500
いちご×こしあんの大福

ガトーショコラ　　 ￥580
濃厚なガトーショコラとうちのいちご
の甘さが絶妙です。

いちごソルベ　　　 ￥480
いちごをたっぷり使ったいちごソルベ。
レモンも効いててさっぱりします！

いちご畑　　　　　￥500
まるでいちご畑。掘り進めながら何が
出るか楽しんでください！

C5 C6

C7 C8

C4
ショートケーキ ￥880
旬のフルーツを味わえる
ふわっふわのショートケーキ。

中にもフルーツが入っていて、
クリームもあっさりしています。

ソースをかけて味変も！
さらにフルーツ感が増して、
最後まで飽きずに楽しめます。最後まで飽きずに楽しめます。



コーヒー　HOT / ICE　     ￥400

カフェラテ　HOT / ICE　 ￥450

茶葉は神戸紅茶を使用。兵庫県の水に合わせて厳選された茶葉の中から、
紅茶鑑定士と相談してそれぞれの飲み方に合わせて選びました。

日米珈琲で一番歴史がある「ハイセレクトブレンド」を使用。
流行に合わせて配合を変えたりと長く神戸で愛されてきたブレンドコーヒーです。

贅沢紅茶 いちご　     ￥550
渋みがなく、いちごとキーマンの甘味が見事にマッチし
たオリジナルのいちごティです。

贅沢紅茶 ストレート　  ￥500
味・コク・香りのバランスがいい時期に収穫された
ダージリンの紅茶は、甘みの強いデザートにぴったり

贅沢紅茶 ミルク贅沢紅茶 ミルク　     ￥550
2倍の量で茶葉を提供することで、濃厚な淡路島牛乳にマ
ッチしたミルクティです。

アイスティー         ￥400

キーマン

ダージリン

アッサム

D1

D2

D3

D4

D5

D6

持ち帰りもできます！

持ち帰りもできます！

持ち帰りもできます！



あわぢびーる(島レモン)      ￥750

グラスワイン　赤 / 白　 　￥600

ウーロン茶　                           ￥400

まんまミカンジュース         ￥700

キリン零ICHI                       　￥500

D12

D7

D9

D10
D11

D13

D14
D15

D8

もみもみいちごミルク　￥680

自家製レモンスカッシュ      ￥750

3種の飲み比べセット　  ￥680
(トマト付き)

トマトの違いをもっと手軽にお試し！
GUU：酸味ひかえめ、甘い
BLENNY：あっさり飲みやすい
GOURAMI：クセあるけど、スタッフ人気

選べるトマトジュース　￥600
(GUU・BLENNY・GOURAMI)　　

3種類から好きなトマトを選べます！
注文したい種類をオーダーシートに〇を
つけてください。

TASTING  SET


