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株式会社カフェ ( 本社 : 大阪市中央区　代表取締役 ： 森井良幸 ) は、

学校法人関西学院 ( 所在地 : 兵庫県西宮市　理事長 ： 村上一平 ) より

業務を受託し、 関西学院会館 ( 兵庫県西宮市 / 運営 ： 学校法人関西

学院 ) 内にある 「レストラン ポプラ」 を 2022 年 7 月 1 日 ( 金 ) より、 営

業開始します。

関西学院会館内 レストラン ポプラがリニューアルオープン！
テーマは『MODERN AMERICAN CUISINE』

TOPICS

ヴォーリズ建築が織りなす関西学院大学キャンパスの隣に位置するレスト

ランポプラ。

アメリカ南西部を中心に独自の発展を遂げた、 スパニッシュ ・ ミッション ・

スタイルの建築様式になぞらえ、景観とシンクロさせた「モダンアップデー

トされたアメリカ料理」 を提供します。

ランチは、 「ナチュラル＆ヘルシー」 をテーマにしたポプラ特製の前菜

に、 ハンバーグや鮮魚のグリルなどのセットがおすすめです。 セットに

加え、メインが選べるコースランチもご用意しております。 普段使いから、

記念日などの特別な日までシーンに合わせ、 ご利用いただけます。

カフェタイムは、 焼きたてのアップルパイや、 アメリカンスタイルのレア

チーズケーキ、 有機ニンジンを使ったキャロットケーキなど、 パティシエ

こだわりのスイーツをご堪能いただけます。

窓の外には緑が溢れ、 まるで海外にいるような開放的な空間で、 ゆっ

たりとしたひとときをお楽しみください。 　　

>> 歴史ある洋館と、 緑あふれる上質な空間

大きな窓の外に緑が溢れる開放的な空間で、 優雅

なひと時をお過ごしいただけます。 昔、 外国人教

授の住居としても使われていた洋館 「オハラホー

ル」、ヴォーリズの名建築の時計台もすぐ近くに。

食後の散策もおすすめです。 　　

>> 焼きたて、 丸ごとりんごのアップルパイ

パイ生地を使い、 りんごを丸ごと 1 つ包んだシグネ

チャーデザートのアップルパイ。 パティシエこだわり

のバニラ香るキャラメルソースと一緒にどうぞ。

毎日 15 時に焼き上げて出来立てをご提供します。

>> ナチュラル＆ヘルシー、 ポプラ特製の前菜

カラダに優しい、 ナチュラルな素材と調理で作った

ポプラ特製の前菜。 新鮮な野菜のマリネや、グリル。

素材の持ち味を大切に仕上げた 6 種の前菜の盛合

せをご堪能ください。

×



※ 価格は全て税込みです。

LUNCH MENU

Lunch set

Lunch special

UMAMI ハンバーグセット

UMAMI ハンバーグ＋ポプラの前菜＋ライス or パン＋食後のお飲み物

【ソースがお選びいただけます / デミグラスソース or DASHI ソース】

1,800

鮮魚のグリルセット

白身魚のグリル 野菜のソース＋ポプラの前菜＋ライス or パン＋食後のお飲み物

1,800

スパゲッティ ペスカトーレ マリブ風

海の幸のパスタ＋ポプラの前菜 小＋パン＋食後のお飲み物

1,600

SUSHI ボウル

ちらし寿司＋小皿＋みそ汁＋食後のお飲み物

1,600

UMAMI ハンバーガー

UMAMI ハンバーグ･トマト･レタス･ピクルス･チェダーチーズ＋フライドポテト

1,500

ポプラ ランチコース

ポプラの前菜＋パスタ＋魚 または UMAMI ハンバーグ＋ライス or パン＋レモンのタルト

＋食後のお飲み物

【UMAMI ハンバーグはソースがお選びいただけます / デミグラスソース or DASHI ソース】

3,000

※ 写真はイメージです。

ランチにはデザートをお付けすることができます。
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CAFE MENU

ホームメイド アップルパイ

りんごを一個まるごとパイで包んで焼き上げたポプラのシグネチャーデザート

【15 時から数量限定でご用意しています】

1,600

シャンパン チーズケーキ

香ばしいクランブルにさっぱりレアチーズケーキ

季節のフルーツの入ったシャンパーニュジュレを重ねました

900

有機ニンジンのキャロットケーキ

新鮮な有機ニンジン ・ くるみ ・ レーズンを使用した、 シナモン香るグルテンフリー

（米粉使用） ケーキ

※小麦粉を含む製品と共通のキッチンで製造しています

800

レモンのタルト

甘酸っぱいレモンクリームにレモンのメレンゲを重ねた夏季限定のタルト

700

※ 価格は全て税込みです。

※ 写真はイメージです。
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〈本件に関するお問い合わせ先〉

- cafe co. 株式会社カフェ -

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前 1-7-24 京阪天満橋ビル別館 2F

TEL:06-6467-4795　FAX:06-6467-4796

- 管理部 西城 佳菜絵 -

MAIL:nishijo@ca-fe.co.jp

■店舗情報

店舗名  　　　　レストラン ポプラ

営業再開　　　 　　　　2022 年 7 月 1 日 ( 金 )

住所   　　　　〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町 1 番 155 号 関西学院会館

電話番号　　　 　　　　0798-54-1188

公式サイト　　　 　　　 https://member.kwangaku.net/kwangakukaikan/restaurant/index.html

公式 Instagram         https://www.instagram.com/restaurant_poplar/

営業時間                11 ： 00 ～ 18 ： 00

　　　　　　　　　　　 　　※ディナータイムはご予約限定となります。

定休日　　　　　　      不定休

客席数                    86 席

■運営会社 概要

会社名  cafe co. 株式会社カフェ

代表者名  森井良幸

設立年月  1996 年 5 月

住所   〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前 1-7-24 京阪天満橋ビル別館 2F

電話番号  06-6467-4795

FAX 番号  06-6467-4796

事業内容  建築 ・ 意匠 ・ 環境設計 / 監理、 飲食店舗運営 ( 直営店舗 32 店舗 )

■関西学院

学校名　　　　　　　　　学校法人 関西学院

理事長　　　　　　　　　村上一平

創立　　　　　　　　　　 1889 年
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