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アーモンドミルクラテ 750円（税込）

アーモンドミルクラテにアイリ

ッシュクリームを加えて香ば

しく
67

アーモンドを加えたキャラメルシフォンケー

キ
681円（税込）

ふわふわのシフォンケーキに

ほろ苦キャラメルソース、アー

モンドとパリパリのパイをトッ

ピング

68

アーモンドフロランタンとクッキー盛り合わ

せ

イートイン 

346円（税込）※ワンオー

ダー制 ／

テイクアウト缶 

980円（税込）

何層にもなったアーモンドが

口いっぱいに広がるフロラン

タンとクッキーの盛り合わせ

69

アーモンドたっぷりのジェノベーゼ 

リングイネ
1,280円（税込）

すりつぶしたアーモンドたっぷ

りのバジルソースにローストし

て香りを増したアーモンドをト

ッピング

76

白身魚とアーモンドのカルピオーネ 700円（税込）

ローストしたアーモンドのカリ

カリ食感と白ワインビネガー

でマリネした白身魚がベスト

マッチな前菜

77

濃厚パンナコッタ　はちみつ漬けのアー

モンドソース
650円（税込）

脂肪分高めのミルクで濃厚

に仕上げたパンナコッタにロ

ーストした香ばしいアーモンド

ソースをたっぷり

78

アーモンドプラリネのパリブレスト 1,580円（税込）

たっぷりのアーモンドと、プラ

リネのムースリーヌとクリーム

、キャラメルソースをあわせた

大人なパリブレスト

82

ソルトキャラメルコーテッド＆アーモンドチ

ョコ
700円（税込）

少し塩を効かせキャラメリゼ

したアーモンドと、ほろ苦なチ

ョコレートをコーティングしたア

ーモンドチョコ

83

アーモンドプラリネカフェオレ 780円（税込）

香り豊かなオーガニックコー

ヒーにアーモンドプラリネを混

ぜたミルクを合わせ、アーモ

ンドをトッピング

84

赤エビとアーモンドのトラパニ風ペンネ 1,400円（税込）

アーモンドとトマト、バジルを

使ったソースにペンネを絡ま

せたシチリアの伝統料理

88

アーモンドパイとマスカルポーネクリームの

ミルフィーユ
1,600円（税込）

マスカルポーネクリームとフラ

ンボワーズを、アーモンドのザ

クザク食感を楽しめるパイで

ミルフィーユに

89

キャラメルアーモンドラテ 650円（税込）

すり潰したアーモンドとキャラ

メルシロップを絡ませ、カフェ

ラテにトッピング

90

トーステッド アーモンドラテ 600円（税込）

アーモンドシロップとすりつぶ

したアーモンドにより、香りと

食感でアーモンドを感じるカ

フェラテ

91

パインアーモンドタルト 500円（税込）

アーモンドクリームを敷き詰

めたタルト台に沢山のパイ

ンを乗せて焼いた、甘酸っ

ぱくて香ばしいタルト

92

アーモンドの生チョコタルト 500円（税込）

とろける濃厚な生チョコタル

トにアーモンドをプラス。ラム

酒が香る大人のタルト

93

https://www.instagram.c

om/verdechiosco_osaka

/

大阪府大阪市北区梅田2

-4-9　ブリーゼブリーゼ4階

ヴェルデキオスコブリーゼブリ

ーゼ店

TABLES Coffee 

Bakery＆Diner 

大阪府大阪市西区南堀

江2-9-10

http://www.tables-

coffeebakerydiner.com/

アプリーテ

大阪府大阪市中央区備

後町2-6-

8　サンライズビル1階

http://aprite.net

café太陽ノ塔　NAMBAC

ITY

大阪府大阪市中央区難

波5-1-

60　なんばカーニバルモール

https://taiyounotou.com

/cafe/namba-city/

https://r.gnavi.co.jp/kan

9100/

大阪府大阪市西区阿波

座1-5-12 ACDC;02 1F

Italian Dining & Cafe 

DECO

アンティーク感のある家具を

配したカジュアルな店内で、

西欧風料理やデザート、ア

ルコールを提供。キッズメニ

ューも充実しているため、子

供連れでも楽しめる「ネオ

純喫茶」です。

ミシュランへの掲載経歴を

持つシェフが腕を振るう絶

品イタリアンが楽しめるダイ

ニング。道路側一面がガラ

ス張りで向かいの公園を眺

めながら開放的な気分を

味わえます。

焼き立てパンケーキやハンド

ドリップコーヒーからビールや

ワインまで。平日・週末問

わず一日を通し様々なシー

ンで使用できるカフェです。

大阪のビジネス街、本町に

あるイタリア料理店。店内

はゆったりと広い作りで、外

にはガーデンテラスも。緑に

囲まれ落ち着いた時間を楽

しめます。

フラワーショップを併設したデ

イリーな空間のカフェ。ドライ

フラワーを眺めながら穏やか

な時間を過ごすことができま

す。

大阪

大阪

大阪

大阪

大阪

http://www.tables-coffeebakerydiner.com/
http://www.tables-coffeebakerydiner.com/
http://www.tables-coffeebakerydiner.com/
http://www.tables-coffeebakerydiner.com/
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キャラメルアーモンドタルト

単品600円（税込）

ドリンクセット1,150円（税

込）

アーモンドのおいしさを丸ごと

味わえる自家製タルト
64

サーモンのアーモンドクリームソースパスタ 1,250円（税込）

サーモンとブロッコリーにディ

ルのクリームソースとアーモン

ドを合わせたオリジナルのク

リームパスタ

65

低温調理のローストポーク

アーモンドバターソース
1,100円（税込）

低温調理で仕上げた自慢

のローストポーク。アーモンド

とデミグラスを合わせたオリ

ジナルバターソースで

66

鶏もも肉のペピトリア(アーモンドと卵黄

煮込み)
1,480円（税込）

鶏肉を卵黄とアーモンドを

使ったソースで煮込んだスペ

インの郷土料理

70

タベプレッソキャラメルアーモンド 680円（税込）

アーモンド10粒とホイップを

追加したキャラメルエスプレ

ッソ

71

キャラメルアーモンドタルト 530円（税込）

しっとりしたタルト台にキャラ

メルアーモンドをデコレーショ

ン

72

アーモンドのトラパネーゼ 1,400円（税込）

アーモンド、トマト、バジル、

チーズで作る南イタリアの伝

統ソースに、砕いたアーモン

ドをかけたパスタ

73

ホットアーモンドモカ 680円（税込）

カフェモカのカップの淵にアー

モンドとチョコソ－スをトッピ

ングしたホットドリンク

74

アーモンドカッサータ 620円（税込）
アーモンドとヨーグルトで作っ

たヘルシーなカッサータ
75

鴨のスモークとアーモンドのオイルソース 

パスタ
1,430円（税込）

鴨ならではの旨味にアーモ

ンドの香ばしさをアクセント

に加え、クセになる味わいの

パスタ

79

ざくざくアーモンドのワッフル生キャラメル

ソフト
750円（税込）

ほのかな苦味のある大人な

味わいの生キャラメルソフト

に、ザクザク食感のロースト

アーモンドが絶品

80

アーモンドカフェラテ 700円（税込）

香ばしいローストアーモンドの

香りを感じられる深みあるエ

スプレッソ

81

キャラメルアーモンドタルト 500円（税込）

しっとり生地とアーモンドのザ

クザク食感が楽しめる、塩

味が効いた香ばしいキャラメ

ルナッツタルト

85

アーモンドプラリネのジェラート 600円（税込）

刻んだアーモンドプラリネを

混ぜ込み、アマレットの香り

を効かせた少し大人なジェ

ラート

86

淡路牛のローストビーフとアーモンドのRO

OFTOPサラダ

平日1,580円（税込）　

　　　　　　　　　土

日祝1,880円（税込）

柔らかい淡路牛のローストビ

ーフと神戸野菜のサラダ。ト

ッピングしたアーモンドが食

感のアクセントに

87

REAL DINING CAFE 

ハーバーランドモザイク店

兵庫県神戸市中央区東

川崎町1-6-1 

神戸ハーバーランドumie 

モザイク 2F

https://tabelog.com/hy

ogo/A2801/A280102/28

007078/

THE ROOFTOP CAFÉ
兵庫県神戸市中央区栄

町通1-2-1 MRSX 3F

https://r.gnavi.co.jp/51s

2sgeh0000/

https://www.green-

house99.com/silva/

兵庫県神戸市中央区琴ノ

緒町5-5-25
GREEN HOUSE Silva

GREEN HOUSE Wald

兵庫県神戸市中央区加

納町4-10-30  

神戸大隆ビル 1F～3F

https://www.green-

house99.com/wald/

boogaloo cafe 寺町店

京都府京都市中京区中

筋町488 Ohyama  Bld. 

2F

https://boogaloocafe.co

.jp/shoplist/

京都・河原町駅から徒歩

５分の場所に位置するカフ

ェは休憩にも待ち合わせに

もピッタリ。おしゃれで個性

的なインテリアが店内に寛

ぎの空間を演出しています

。

生い茂る緑を通り抜けた先

に見つかる隠れ家風カフェ

。緑にそよぐ風や木漏れ日

を感じられる、都会のオアシ

スです。

「奄美大島の森」をモチーフ

に多くの植物が配置された

内装が特徴のカフェレストラ

ン。森を思わせる空間で非

日常でゆったりとした時間を

味わえます。

神戸土産として人気のチー

ズケーキで有名な「観音屋」

がプロデュースするカフェ。四

季を感じるスタイリッシュな

店内で、神戸港の景色を

眺めながら優雅なカフェ時

間を過ごせます。

「都会の真ん中でリゾート気

分」をコンセプトにしたテラス

付きのカフェレストラン。イタ

リアンベースのバラエティ豊か

なメニューをテラスのイルミネ

ーションを眺めながらお楽し

みください。

京都
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兵庫

兵庫

兵庫
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