
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



①お好みのトマトを3つ収穫
②品種シールをGET
③トマトを洗って串にさす
④ 料理にトッピングして完成！

A1

HOW TO

デコトマト　￥300



うちの甘いトマトを主役に、
季節のフルーツで彩ったサラダ。
食べに来るたびに違った楽しみを
届けてくれます。

なにいろ探せる？
淡路野菜の彩りサラダ　
￥1,280

淡
路
島
の
季
節
を
味
わ
う

育てた人の顔が浮かぶ

A2

A3

4

ひかえめサラダ　￥580   
サラダも食べたい。パフェも食べたい。そんな方におすすめ

淡路野菜をふんだんに使った、
味噌のバーニャカウダ。

この小さな島で誰かが育てた野菜、
そしてわたしたちが大切に育てたト
マトを味わってください。

淡路野菜の
バーニャカウダ
byフレッシュグループ　
￥1,280



淡路だこの
一本足ステーキ　
￥1,780

A5

淡路島産タコの足を一本まる
ごと使った贅沢ステーキ。

スパイスの効いたタコと、旨
みの出たうちのトマトを堪能
してください。

A6

A8

A7 バケット（２枚）　￥200  
スープやパスタに合わせて

2525蜜玉スープ　￥780
淡路島のたまねぎ農家2525ファームの
美味しい蜜玉を丸ごとじっくり煮込んだ
スープ。

カラフルで甘いトマトのみを使用。
うちのトマトがどれだけおいしいのか驚い
てほしい。

トマト農家のブルスケッタ　
￥480



淡路牛ミートライス　￥1,180
バターライスと自家製のトマトソ
ースでつくったゴロゴロ淡路牛の
ミートライスです。A9

A10

A11

A12

淡路牛100％ グリナリウム特製ハンバーグ　￥1,380

ゴーダ ジャイアン バーガー　                ￥1,280

T.T.T.バーガー                                           　￥1,280

淡路牛100％のパティと甘くてやわらかい2525ファームの蜜玉を、自家製
のトマト「ジャイアン」と手作り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」の超濃厚なハ
ンバーガー。淡路牛100％のパティに、テリヤキソースと北坂養鶏場のさ
くらたまごを使った濃厚タルタルソースをトッピング。

A10 A11 A12

持ち帰りもできます！

持ち帰りもできます！



B1 350g プライドトマトパスタ　￥1,280
トマト農家だからこそ知っている、トマトの美味しさと
可能性を引き出した、350ｇプライドトマトパスタ。
一般的なトマトソースは加熱調理用のトマトが使用され、煮詰めるほ
ど酸味が強くなりやすいのをご存じでしょうか。このプライドトマト
パスタは、うちでとれた生食人気の「フルティカ」でトマトソースを
作っている贅沢な一品。フルティカは酸味が少なくてコクが深い特徴
があり、煮詰めるほど旨みが凝縮されます。

こ
の
一
皿
は
ト
マ
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平岡農園の皮ごと食べられるマイヤーレモンを主役に、
タチウオとヒイカを使った贅沢なパスタ

その時期に旬のものを使ったパスタ！内容はスタ
ッフからお伝えいたします

トマトと淡路牛の旨みをじっくり引き出した自家製の
ボロネーゼソースを味わってください

柑橘の酸味とバジルの相性がバツグンのパスタ。
季節に合わせて、旬の柑橘を使用しています。

トマト×スパイシーと刺激を求める方におすすめ！
ゴロゴロと入ったベーコンの存在感が強く、納得のボ
リューム

ちょっと懐かしい味わいのナポリタン。淡路島産たまねぎの
甘みとソーセージのボリューム感は大人も子どもも大満足！

シェフの気まぐれパスタ　　￥1,180

淡路島レモンクリームパスタ　￥1,380

トマト農家のナポリタン　　  ￥980

淡路牛のボロネーゼ　　　　￥1,280

季節の柑橘ジェノベーゼ　　￥1,380

大人のアラビアータ　　　    ￥980

B2

B4

B3

B5

B6

B7



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
「かじた屋 和パフェ」

甘みがぎゅっと詰まったいちごの大福を
ベースに、抹茶やあんこで仕上げていま
す。

特にあんこ作りでは、小豆のやさしい甘特にあんこ作りでは、小豆のやさしい甘
さと風味を残しつつ、うちのいちごが主
役になるように絶妙な調整がされていま
す。

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

いちご大福
パイ
抹茶のういろう
かじた屋のあんこ
ほうじ茶アイス
抹茶クリーム
白玉白玉
いちごソース
ほうじ茶の寒天

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。
そんなあんこ愛に惚れ込み、「かじた屋 和パそんな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　　　　　￥480
グリナリウム流のいちご大福は包まない
んです！

チーズケーキ　　　 ￥480
イチゴ型に焼いた手作りクッキーに、
やわらかいチーズムースを添えて

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！

いちごのブランマンジェ　      ￥480
うちのいちごとカスタードソースが楽しめる。
ちょっとデザートを食べたい方にオススメ！

いちご畑　　　　　￥480
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！

C4 C5

C6 C7

C8 C9



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

もみもみいちごミルク　　　￥600
フレッシュのいちごを使った、大人気商品のもみもみいちごミルク
手でもみもみしたらいちご色に染まっていきます

　
まんまトマトジュース　　　￥600
砂糖や塩の入っていない、うちのフルティカ100％のトマトジュース
酸味が少なくて旨み濃い、トマトの美味しさをそのままで酸味が少なくて旨み濃い、トマトの美味しさをそのままで

自家製レモンスカッシュ　　￥750
淡路島にある平岡農園のマイヤーレモンを皮ごと漬け込みました。
フレッシュなレモンの香りを楽しんでください

まんまミカンジュース　　　￥700
平岡農園が作っている、ミカンを丸ごと絞った無農薬ミカンジュース
果汁だけのストレートなミカンの味と甘さがぎゅっと詰まっている

オレンジジュースオレンジジュース　　　　　￥400
　
ウーロン茶　　　　　　　　￥400

キリン零ICHI　　　　　　　￥500

持ち帰りもできます！

香りの強い平岡農園のアレンユーカレモンを使用。

D7

D8

D9

D10
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