
R�m Service Menu

Soft Drinks
コーヒー（ポットサービス） /アイスコーヒー ･･････････

紅茶（ポットサービス） /アイスティー ･･････････････････････

カフェインレス コーヒー ･･･････････････････････････････････････

カフェ･オ･レ/アイスカフェ･オ･レ ･････････････････････

ミルク ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

ウーロン茶 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

ジュース各種（オレンジ、トマト、グレープフルーツ、アップル）･

ソフトドリンク（コーラ、ジンジャーエール）････････････････

レモンスカッシュ ･････････････････････････････････････････････････････

ペリエ（330㎖）･････････････････････････････････････････････････････････････

Co�ee / Iced Co�ee

Tea / Iced Tea

Ca�eine-�ee Co�ee

Cafe au Lait / Iced Cafe au Lait

Milk

Oolong Tea

Juice (Orange, Tomato, Grape�uit, Apple)

So� Drink (Cola or Ginger Ale)

Lemon Squash

Perrier

¥1,000

1,000

1,000

1,100

700

700

900

850

1,300

1,000

ご利用時間  Operation Hours   

11:00～22:00
ルームサービスのご用命は内線❷へどうぞ

Please dial No.2 for Room Service.

ご利用時間  Operation Hours / 11:00～22:00

ご利用時間  Operation Hours / 11:00～22:00 チキンとマッシュルームのオムライス 〈743kcal〉 ･･･

ビーフと淡路島オニオンのハヤシライス 〈793kcal〉 ･

カレーライス各種 （甘口もございます） ･･･････････････････････

ビーフ 〈1,128kcal〉 、シーフード 〈1,091kcal〉 、ベジタブル 〈1,031kcal〉 
　   ¥2,850　　      ¥2,450　　　  ¥1,850

Omelet on Chicken & Mushroom Pilaf

Hashed Beef with Onion

Curry & Rice / Milder taste available

   Beef                                Seafood                                  Vegetables

¥1,850

2,250

Rice Dishes　オムライス・カレー

スパゲッティ ミートソース 〈409kcal〉 ･･････････････

スパゲッティ ナポリタン 〈405kcal〉 ･････････････････
Spaghe�i with Meat Sauce

Spaghe�i Napolitana

¥2,300

1,750

Pasta　パスタ
ミックスサンドイッチ 〈658kcal〉 ･･････････････････････････

ハムと玉子のサンドイッチ 〈914kcal〉 ･････････････
Mixed Sandwich

Ham & Egg Sandwich

¥2,150

1,750

Sandwiches　サンドイッチ

スモールサラダ 〈50kcal〉 ････････････････････････････････････････････

12品目のコンビネーションサラダ〈118kcal〉 ････ 
（フレンチ、和風、ノンオイル、イタリアン、サウザンアイランド）

Small Salad

12 Kinds of Vegetables Salad 
(French, Japanese, Non-Oil, Italian, �ousand Island Dressing)

¥500

1,500

Salad　サラダ

Beer & Spirits
国産ビール（アサヒ、キリン、サッポロ、サントリー）･･････

輸入ビール（ギネススタウト、バドワイザー、ハイネケン）･･

ノンアルコールビール ････････････････････････････････････････････

日本酒（白鶴180㎖）･････････････････････････････････････････････････････

焼酎（芋、麦） ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

Domestic Beer (Asahi, Kirin, Sapporo, Suntory)

Imported Beer (Guinnes Stout, Budweiser, Heineken)

Non-Alcohol Beer

Japanese Sake

Japanese Shochu

¥1,300

1,350

1,000

1,100

1,150

Beverages　お飲物

ローラン ペリエ キュベ
〈辛口 / フランス シャンパーニュ地方〉･･･････

シャンパン Champagne

Laurent Perrier La Cuvee
16,000¥8,500

Wines
オークラ スパークリングワイン ･･･････
Okura Sparkling Wine

¥5,750―

ボトル
Bo�le

1/2ボトル
1/2 Bo�le

ムーラン ナ ヴァン
〈ライトボディ/ フランス ブルゴーニュ地方〉･･･････････

Moulin à Vent -Light Body, France Bourgogne
6,900 11,500

シャブリ
〈辛口 / フランス ブルゴーニュ地方〉･････････････････････
Chablis -Dry, France Bourgogne

11,5006,900

アルベール･ビジョー  マコン･ヴィラージュ ･･ ―
Albert Bichot, Macon Villages

¥8,350

ドメーヌ･バロン･ド･ロートシルト ･･･････ ―
Domaines Barons de Rothschild

8,350

白ワイン  ���������� 

赤ワイン  �������� 

ホームメイドケーキ各種 （内容は係にお尋ねください） ･･･

フレンチトースト （20分程お時間を頂戴いたします） ･･･････････

季節のフルーツ盛り合わせ （内容は係にお尋ねください）  

アイスクリーム各種 （内容は係にお尋ねください） ･･････････････

Homemade Cake (Ask your Server for details.)

French Toast (Please note that it will take 20 minutes to prepare.)

Seasonal Fresh Fruits (Ask your Server for details.)

Ice Cream (Ask your Server for details.)

¥800

1,100

2,900

750

Desserts　デザート

ご利用時間  Operation Hours / 17:30～20:00

CHINESE FINE DINING TOH-KA-LIN　３階 中国料理「桃花林」
海老のチリソース煮 乾焼蝦仁 〈636kcal〉 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

牛肉細切りとピーマンの炒め 青椒牛絲 〈525kcal〉 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

酢豚 酥古老肉 〈968kcal〉 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

五目焼きそば 八珍炒麺 〈781kcal〉 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

五目炒飯 八珍炒飯 〈830kcal〉 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

はるまき（２本より） 春捲 〈１本110kcal〉 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

季節の果物入り杏仁豆腐 時果豆腐 〈156kcal〉 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

Braised Shrimp with Chili Sauce

Sauteed Shredded Beef with Green Pepper

Sweet and Sour Pork

Fried Noodles with Chop-Suey

Fried Rice with Chop-Suey

Spring Rolls (Minimum two rolls)

Cold Almond Jelly with Seasonal Fruits

¥5,600

5,300

4,100

2,150

2,150

800

1,600

～

JAPANESE FINE DINING YAMAZATO　１階 日本料理「山里」
松花堂弁当 （向付、焚合、焼物八寸、酢の物、赤出汁、ご飯、香の物、水物） 〈805kcal〉 ････････････････････････････････････････････････････････････････････

にぎり寿し（10貫）（赤出汁付）〈509kcal〉 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
SHOU�DO-BENTO (Japanese Bento Box) with Miso Soup

Sushi with Miso Soup

¥5,500

8,400

＊¥1,500

＊  1,500

＊1/2 のボリュームにてお召し上がりいただけます。 *Half portion serving available for orders marked with ＊

＊1/2 のボリュームにてお召し上がりいただけます。 *Half portion serving available for orders marked with ＊

＊

＊

この度は、ホテルオークラ神戸にご宿泊を賜り誠にありがとうございます。
1月11日(水)～27日(金)まで期間「カフェレストラン カメリア」は、店舗改装に伴い臨時休業いたします。
期間中、3F Ariake -有明- にてカフェレストランの代替営業を行い、ルームサービスは限定メニューで
営業いたします。

※ご案内の料金には、税・サービス料・ルームサービス料が含まれております。  *Above prices include tax, service charge and room service charge.

ルームサービスメニュー　2023.1.10 ～ 1.27

クリームコーンスープ （カップ） 〈407kcal〉 ････････

ミネストローネ （カップ） 〈114kcal〉 ･･･････････････････････
Cream Corn Soup (in cup)

Minestrone Soup (in cup)

¥1,250

1,600

Soup　スープ

※入荷の都合により、原産地及びメニュー内容が変更になる場合がございます。
 The country of origin and the contents might be changed, due to suppliability.
※ご案内の料金には、税・サービス料・ルームサービス料が含まれております。
 Above prices include tax, service charge and room service charge.
※ルームサービスは各種割引の対象外となります。予めご了承ください。
 Any discounts of Roomservice are not available.

◎カロリーは季節、食材、調理方法などの条件によって異なる場合がございますので、目安としてご覧ください。
 The calories on the menu are for reference only. Actual calories may vary depending 
 on several factors such as seasonality, Ingredients, and method of preparation.
◎アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係にお申し出ください。
 If you are concerned about food allegies, please notify your server.
◎国産米を使用しております。一部例外につきましては別途表示しております。
 Our rice used is domestic rice. Exception in some dishes will be shown on the menu.

◎下記のマークは、そのメニューに含まれている食材を表示しております。
　The marks below indicate the ingredient used for each dish.

※本メニューのアレルゲン表示は特定原材料（8品目）について表示しております。
※当店では、食器や調理器具は他のメニューと共用しております。
　また、厨房内では表示にない他のアレルゲンを使用いたしております。
※ご注文に際しては上記、ご了承のほどお願いいたします。

小麦
Wheat

乳
Dairy
Products

落花生
Peanut

えび
Shrimp

そば
Buckwheat

かに
Crab

卵
Egg

くるみ
Walnut

木曜日 定休日

水曜日 定休日


