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選べる２種類のこだわりドレッシング

フレンチシェフ特製のドレッシン
グ。酸味を程よくきかせた爽やか
な風味を楽しめます。

バジルの香りの中にレモンとバル
サミコ酢の程よい酸味、オリーブ
の旨味が詰まったドレッシング。

フレンチ
French

バジル
Basil

シェフ特製ビストロランチをご注文でスイーツセットが２２０円引きに！

お得なドリンクセット ￥330

コーヒー
(Coffee)

夢二ブレンド高梁紅茶
(English Tea)

アールグレイ
(Earl Grey)

●下記のドリンク（HOT/ICE）からお好きなものをお選びください。

　　　    シェフ特製 欧風 白桃チャツネの千屋牛カレーライス セット
- Wagyu Curry and rice, pickles, and green salad -

和牛のルーツとされる岡山ブランド牛「千屋牛」が贅沢な岡山カレー。じっくりと煮込んだ千屋牛の

柔らかく上質な旨味と白桃とマンゴーのチャツネのまろやかさが生み出す味わいをお楽しみいただ

けます。3 種のピクルスと完全無農薬栽培 Ortolano（オルトラーノ）のサラダとともにご堪能ください。

（単品 /A la carte）￥1,760 / tax included

（ドリンク付 /with drink）￥2,090/ tax included

Bistro Lunch 
- シェフ特製ビストロランチ -

竹久夢二が活躍した大正時代を髣ほう髴ふつとさせる洋食を夢二のふるさと岡山の地産地消の食材に

こだわったリッチなシェフの味でお楽しみください。

11:00 ~ 15:00

夢二のふるさと岡山県のこだわりの食材

岡山県産
千屋牛

希 少なブランド牛

で和 牛のルーツと

も。きめ細かな霜降りと肉

の甘みが特徴で、柔らか

く上質な味わいです。

岡山米
きぬむすめ

絹のような滑らかさ

と透 明 感 、艶 が 特

徴の白く美しいお米です。

食味ランキング特Ａを獲

得しました。

瀬戸内産
マッシュルーム

まろやかながら濃

い旨みと香り、「シャ

キッ」「ホクッ」とした歯ご

たえと舌ざわりをお楽し

みください。

完全無農薬
オルトラーノ

美しい水と人の手

で育てた完全無農

薬野菜。ふんわりとした食

感と新 鮮かつ繊 細な味

わいです。

竹久夢二のふるさと岡山の食材にこだわったお食事と

夢二の愛した焼菓子ガルバルジィなどのオリジナルスイーツ、

茶葉で丁寧にいれた紅茶などを

水戸岡鋭治氏のデザインした空間でゆっくりと楽しんでいただきたい

という想いでオープンしました

店内は竹久夢二の帯 「いちご」、千代紙 「椿」、

セノオ楽譜 「ソルエヂの歌」 からデザインされています

時空を超えたデザインのコラボレーションをお楽しみください



シェフ特製 千屋牛ハッシュ・ド・ビーフ セット
- Wagyu Hashed beef, pickles, and green salad -

フレンチのシェフが夢二のふるさと岡山の食材にこだわって作った味わい深いハッシュ・ド・ビーフ。

千屋牛と野菜の旨みが凝縮されたデミグラスソースのまろやかな香りが広がります。 3 種のピク

ルスと完全無農薬栽培 Ortolano（オルトラーノ）のサラダとともにご堪能ください。

（単品 /A la carte）￥1,760 / tax included

（ドリンク付 /with drink）￥2,090/ tax included

Bistro Lunch 
- シェフ特製ビストロランチ -

竹久夢二が活躍した大正時代を髣ほう髴ふつとさせる洋食を夢二のふるさと岡山の地産地消の食材に

こだわったリッチなシェフの味でお楽しみください。

11:00 ~ 15:00

選べる２種類のこだわりドレッシング

フレンチシェフ特製のドレッシン
グ。酸味を程よくきかせた爽やか
な風味を楽しめます。

バジルの香りの中にレモンとバル
サミコ酢の程よい酸味、オリーブ
の旨味が詰まったドレッシング。

フレンチ
French

バジル
Basil

シェフ特製ビストロランチをご注文でスイーツセットが２２０円引きに！

お得なドリンクセット ￥330

コーヒー
(Coffee)

夢二ブレンド高梁紅茶
(English Tea)

アールグレイ
(Earl Grey)

●下記のドリンク（HOT/ICE）からお好きなものをお選びください。

特製 サンドウィッチ ~ オルトラーノのサラダとともに～
- Sandwich (ingredients : ham, mashroom, organic vegetables, and cheeses) and gleen salad -

INDUSTRY（総社市）のこだわりのパンに岡山産ピーチポークのハム、牛窓のマッシュルーム、

完全無農薬のオルトラーノサラダ、パルメジャーノレッジャーノをはさみ、オリーブオイルで素

材をふんだんに活かしたサンドウィッチです。

（単品 /A la carte）￥1,320 / tax included

（ドリンク付 /with drink）￥1,650/ tax included

お得なドリンクセット ￥330

コーヒー
(Coffee)

夢二ブレンド高梁紅茶
(English Tea)

アールグレイ
(Earl Grey)

●下記のドリンク（HOT/ICE）からお好きなものをお選びください。

Cafe Menu - カフェ -

岡山の食材にこだわった手づくりの優しい味と、こだわりのパンが魅力的なランチメニューです。

9:30 ~ 15:00

Ortolano（オルトラーノ）とは

野菜園の 野菜を作る人 という意味。

ひとつひとつ種を播くところから農薬に

頼らない栽培を。

小さなお子様やご年配の方にも安心して

召し上がっていただけます。

旬に近い環境調整によって、いつでも食

べごろの新鮮な野菜をお届けします。

●サラダのドレッシングをお選びください。

フレンチ
French

バジル
Basil



Sweets Set - スイーツセット -

甘党な夢二は紅茶を好み、友人たちを紅茶とお菓子でもてなしたといいます。
夢二郷土美術館でのみ味わえる特製スイーツをお楽しみください。

岡山産の白桃にこだわった岡山の老舗洋菓子店の
特製ロールケーキ。かわいい夢二のねこ焼印入り。

（ドリンク付 /with drink）￥880 / tax included

岡山の白桃ロールケーキセット
- Okayama peach Roll cake and a soft drink -

ガルバルジィ、夢二のきびだんご、岡山の白桃ロー
ルケーキをすべて楽しめる贅沢なスイーツセット。

（ドリンク付 /with drink）￥1,210 / tax included

夢二のスイーツよくばりセット
- 3 types of sweets and a soft drink -

夢二も好んだとされるレーズン入り焼菓子を再現し
た当館オリジナルスイーツ。紅茶によく合います。

（ドリンク付 /with drink）￥660 / tax included

夢二の愛した焼菓子 ガルバルジィセット
- Original raisins biscuits and a soft drink  -

竹久夢二の作品が楽しめる夢二郷土美術館だけの
オリジナル図柄きびだんごをお楽しみください。

（ドリンク付 /with drink）￥660 / tax included

夢二のきびだんごセット
- Yumeji̓ s Kibidango and a soft drink -

ドリンクはメニューの★印からお選びください。
please choose one drink from drink page.

シェフ特製ビストロランチ
をご注文の方 220 円引き

Drink - ドリンク -

- tea -

HOT ICEオリジナルブレンド ゆめじ珈琲 - Original Coffee -

　挽き立てオリジナルブレンドのコーヒー豆をハンドドリップで丁寧に  
　お淹れします。

　<朝々の珈琲の味のうれしさに暮す月日とわがおもひきや>
（夢二日記）

珈コー  琲ヒー

- Coffee -
★

こだ
わり
の紅茶

ソフトドリンク
- Juice / milk -

tax included
ALL　\ 550 （税込）

高梁紅茶 - English tea (Takahashi bland) -

高梁市の茶葉（やぶきた）を使用したほのかな甘み。渋み
が少なくやさしい味わいの美術館オリジナルブレンド。

ミルク - Milk -

まろやかなコクと香りのミルクです。
ホットまたはアイス、 お好きな方で。

し ら ぬ い

青森県産りんごと愛媛県産不知火みかんを
ミックス。 国産果実にこだわった１００％ストレー
トジュース。

ハーブティー カモミール - Chamomile -

リラックス効果があります。
夢二は晩年外遊先のドイツで < カミイルの花を煎じて
のむ夕けあしたの春をまつ心かも>と詠んでいます。

アールグレイ - Earl Grey -

ベルガモット（かんきつ系）の香り。

夢二オリジナルブレンド

白桃ダージリン - Peach Darjeeling -

岡山特産の白桃をイメージした上品で豊潤な甘い香り。

季節のフレーバーティー- The seasonal tea -

季節に合わせたフレーバーの香りをお楽しみいただけます。

夢二は紅茶を好み、お菓子と紅茶で友人たちを
もてなしていたといいます。こだわりの茶葉で丁寧
に淹れた紅茶をぜひお楽しみください。

青森りんごと愛媛不知火みかん
ジュース - Apple and Orange juice -



Special Tea & Drink
- スペシャル ドリンク -

期間限定の希少な茶葉でお入れした

ダージリンティー - Special Darjeeling -
<ポットサービス付き>

その季節だけの特別な味わいをお楽しみいただけます。

春 ：ファーストフラッシュ　夏 ・ 秋 ：セカンドフラッシュ
冬 ： 秋摘み紅茶 など

HOT

夢二のふるさと瀬戸内で育った

いちごのスムージー
 - Strawberry Smoothie - ICE

カフェオレ - Cafe au lait -

　まろやかなミルクの甘さが広がる夢二ブレンドコーヒーのカフェオレ。

HOT ICE

ロイヤルミルクティー- tea with milk -

　品質のよい茶葉の香り高い贅沢なミルクティー。メープルシロップとともに。

HOT

tax included
\ 990 （税込）

tax included
\ 880 （税込）

tax included
ALL　\ 660 （税込）

夢二のふるさと 瀬戸内市で育った摘みたて完熟

いちごを、 たっぷり味わえるフレッシュなスムージー

です。 いちご本来の甘酸っぱい香りと芳

醇な味わい、 ほどよいとろけるような食感

をご堪能ください。


