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◆珈琲マスター講座12回講座
　 ············4,500円（税込）/1回
◆焙煎体験··2,500円（税込）/1回
◆プログレスクラス
  （珈琲マスター講座卒業生）
　····4,000円（税込）/1回

　美味しい珈琲を淹れた
い、将来お店を開きたいな
ど、珈琲講座は遠方からの
受講者さんもいて、ついつ
い時間を超えての内容に大
満足。お店では銘柄別・淹れ
方別の珈琲が味わえ、自分
だけのドリップバックも注
文できるのでギフトにいか
がですか？

宝塚市山本丸橋1-5-31
2090-7694-0335
10：00～18：00（L.O17：00）
カフェは木・日曜休  P有　

珈琲焙煎工房 みさご珈琲
喫茶・工房・珈琲講座を兼ね備えたお店

お申込み
受付中！

《メニューの一例》 ※税込み価格
◆星乃ブレンド·······420円
◆窯焼きスフレパンケーキ
　···········シングル 550円
　···········ダ ブ ル 700円
◆窯焼きふわふわスフレドリア
　·······················950円

《メニューの一例》 ※税抜き価格
◆スターバックス ラテ
　･･･････････Short 330円～
◆ゆず シトラス＆ティー
　･･･････････Short 390円～
◆チョコレートチャンクスコーン
　･････････････････250円

　メレンゲを混ぜて焼くス
フレパンケーキはふわふわ
で、ハンドドリップで丁寧に
淹れた珈琲と相性抜群。ス
プーンを入れる瞬間驚き！ 
中に熱々の真っ赤なドリア
が顔を出す窯焼きスフレド
リアも自慢の逸品。その他
食事メニューも豊富です。

宝塚市安倉中5-1-7  20797-62-6721
平日 8：00～21：30（L.O21：00）
土日祝 7：00～22：30（L.O22：00）
モーニング 11：00迄 ランチ 11：00～15：00　P有

星乃珈琲
見ているだけで幸せ、スフレパンケーキ

　昨年10月にOPENした宝塚劇場前店
は、日本初上陸の第１号店。深入り焙煎の
風味豊かなコーヒーと、毎日店で焼くマ
フィンやスコーンなども好評で、行列がで
きる日も。水出しコーヒーを樽詰めし、圧
縮した窒素（Nitro）を注入して作るニト
ロコーヒーは、注いだ瞬間ビールのよう
な泡が立ち、まろやかな味わいが楽しめ
る人気のメニューです。

宝塚市武庫川町7-14
20797-62-7817
7：00～24：00  年中無休  P有

Greenberry's Coffee 宝塚劇場前店
相談しながらメニューを決めてもOK

《メニューの一例》 ※税抜き価格
◆ブレンドコーヒー···430円　 ◆モーニングメニュー···570円～
◆ケーキセット·······740円～ ◆平日限定ランチ有

《メニューの一例》 ※税抜き価格
◆深入り焙煎コーヒー
　･････････Short 300円～
◆ニトロコーヒー･･･550円
◆スコーン／バタースコッチ
　･･･････････････300円 
◆マフィン／レモン＆アールグレイ
　･･･････････････250円

　モーニングはお好きな料
理と飲み物がセットでき、中
でもソーセージエッグやダ
ブルドッグが人気。14：00
まで注文OKなので、ブラン
チや軽めの昼食にもおスス
メ。香り高い挽きたて珈琲
とともに雅やかなひととき
を。冬でも食べたい、モカ珈
琲ソフトはお店オリジナル！

宝塚市東洋町5-3  20797-26-7760
8：00～21：00（モーニングは14:00まで）  不定休  P有

みやび珈琲 宝塚店
見逃せない自慢のモーニングセット！

　おなじみのスターバックスが宝塚に
誕生！ 温度調整やミルクを豆乳に変更
したり、フレーバーシロップやトッピング
にキャラメルソースをかけるなど、ドリ
ンクのカスタマイズが楽しめるのがス
ターバックスの魅力。スコーンやマフィン
などの定番スイーツもおススメ。ドライ
ブスルー設置店なので車に乗ったまま
買い物も気軽にできます。

宝塚市中筋8-11-58
20797-82-0311
8：00～23：00
不定休  P有

スターバックス コーヒー 中山寺店
2016年12月8日にOPEN

《メニューの一例》 ※税込み価格
◆ドリップコーヒー····Ⓡ310円 Ⓛ360円
◆ホットサンドイッチ··················430円
◆パスタランチ······················1,180円

　「おうちでカフェ」をコンセプトに逆瀬川駅前
にオープンして今年で10周年を迎えます。毎日
心を込めて自家焙煎した珈琲豆はもちろん、
焼き菓子や、季節の雑貨も揃い、コーヒーライフ
が楽しめます。サカモトリョウさんが描く可愛い
ココちゃんイラストのギフトも大好評。

宝塚市逆瀬川2-6-31 20797-72-7511
10：00～19：00　日曜・第3月曜休

Beans Pot（ビーンズポット）
ほっと和めて、地元に愛される珈琲店

Have a Nice Coffee Time！ 素敵なカフェでおいしいコーヒータイムはいかがですか？

飲み物と
ホットサンドは
テイクアウト
OK！
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至宝塚

↑清荒神 清澄寺

旧有馬街道

阪急清荒神駅

荒
神
川

宝塚市立中央図書館

宝塚ベガ・ホール
コープミニ

八坂神社

大阪佛光山寺

中国自動車道

宝塚市清荒神5-104-2 20797-62-6311
9：00～18：00　月・火曜休

【カフェ】
Herb Cafe
荒神’s ガーデン

清荒神の高台にあるカフェ。大きな窓
からは宝塚の街景色のパノラマが広が
ります。優しい香りのハーブティーと手
作りのシフォンケーキをいただきなが
ら、ゆっくりした時間をどうぞ。コンサー
トなどのイベントも開催しています。
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▲ハイビスカスブレンドティーと

花の里・西谷ブランド▶
あぶり穴子花寿司（1,800円）

宝塚市清荒神3-13-19 20797-87-9687
11：00～17：00　第3木曜・毎週金曜休  1月無休

【そば処】
乃乃3

宝塚市清荒神参道の中ほど
20797-84-0453
9：00～17：00　不定休

【甘味処】 
一休

おススメは抹茶ぜんざいと本わらび餅
のセット（900円）で、抹茶の香り、甘い小
豆、本わらび餅のトロケル食感がたまら
ない一品。食事は、本場讃岐うどんのミ
ニセット（赤飯･あさりご飯･山椒ご飯か
ら選べます）があり、本格関西薄味のつ
ゆが堪能できます。

参道沿いにあるおそば屋さん。
和風モダンな雰囲気の店内には
BGMにジャズが流れています。静
岡県産の特上石臼挽きそば粉
を使ったそばは香り高く、だしも
絶妙で通も納得の味わいです。
お好きなおそばにご飯、コーヒー
のついた花膳は1,300円。
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宝塚市清荒神3-3-16 メゾン希１階
20797-91-1559
9：00～15：00　月曜定休

【鯖寿司専門店】 
旬（いまどき）食品

国内産の新鮮な鯖を使用し、防腐
剤、化学調味料不使用にこだわった
鯖寿司は、早ければ午前中に売切れ
てしまいます。また、この冬からダリア
の花びらを酢飯に混ぜた彩り豊かなあぶり穴子
花寿司も発売され、こちらは数に限りがあるので
予約が必要です。イートインスペースあり。
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清荒神界隈編
KiyoshikoujinArea

ぶらり界隈
まち紹介

阪急清荒神駅から北に向かう道は、かまどの神様
「荒神さん」への参道。ゆるやかな上り坂の両側に
は、飲食店や土産物屋などが軒を連ね、そぞろ歩
くにもぴったり。少し道をそれると、住宅街の中に
隠れ家のような店も。参詣がてら、いろんなお店を
覗いてみませんか？
※1/1～31の期間中、混雑時には参道が一方通行になる場合があります。

▲鯖寿司（1,200円）

荒神ズガーデン

2 一休
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乃乃
3

旬食品

1 Herb Cafe
荒神'sガーデン
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