お子様 が元気いっぱい「遊べる」空間

キッズプレイエリア

［営業時間］10:00〜17:00 ［場 所］1F ヘルスクラブ 隣接スペース

「親子で遊ぶ」をコンセプトに2021年夏に開設したキッズプレイエリア。
開放的な屋外スペースと明るい光が差し込む屋内スペースで様々な遊具
をご利用いただけます。
お子様やお孫様とご一緒の際には、
ぜひ一度お立ち
寄りください。
ケ
気軽にバス

スリーバイスリー

に回転する
ダイナミック

ングにも
体幹トレーニ

ご一 緒に
大 人の方も

サイバーホイール

パターゴルフ

エアスポット

化粧室・授乳室・おむつ替えシートを設けております。
※当エリアはホテルご利用
（宿泊・飲食・宴会出席など）
のお客様専用スペースです。※ご利用は、必ず保護者の方とご一緒にお願いいたします。
※荒天時は屋外遊具の使用を休止させていただきます。※季節により遊具の内容を変更する場合がございます。
◆ヘルスクラブ受付 TEL.078-333-3538
（7:00〜21:00）

ホテルの味をご自宅で

テイクアウトメニュー

予約制

ビーフカレーやハンバーグなどの洋食、
中国料理、和のお弁当、
スイーツやパンなど40種以上のメニュー
をご用意。
14：00〜17：00の間はホテル正面玄関でお渡しするドライブスルーサービスも。

ご自宅やオフィスへ、ホテルの味をお届けするタクシーデリバリー
対応メニューもございます。

ホ テ ル オ ー クラ 神 戸 レ ストラン インフォメ ー ション
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ホテルオークラ神戸では、お客様に安心してご利用いただけますよう
新型コロナウイルス感染防止策を実施いたしております。
状況に応じ、
営業時間及び内容につきましては、
予告なく変更する場合がございます。変更の場合は、
公式ホームページに
てお知らせしてまいります。みなさまにはご不便をおかけすることもございますが、
何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

ご予約はホテル公式
ホームページが便利です。
オークラ神戸

［3F］中国料理「桃花林」

検索

Facebookページ

www.facebook.com/HotelOkuraKobe

Instagram

＠hotelokurakobe

Twitter

@HotelOkuraKobe

Story of Okura

の基 本となる古 典も大 切に︑最 新のト
レンドも 学 び︑工夫し 続けることが私

りんごの香りとパイの香ばしさが溢れる

覚 と と もに ︑新 たな 発 見 や 感 動 を 味

のポリシー ︒
お客 様には〝 美 味しい〟感

アップルパイは︑
ホテルオークラ神 戸の

今 年のクリスマスには ︑あまおう 苺 を

た限定のショートケーキや︑夢いっぱい

わっていただきたいと思っています︒

︵旧 ホテル
一品です︒
The
Okura Tokyo
オークラ東京︶
から受け継いだレシピは︑

のヘクセンハウス
︵お菓子の家︶
など︑
個性

たってお愉しみくださっているご家 庭

しいただくお客 様も 多 く ︑三世 代にわ

た大 人の味わい︒
この味を 求めてお越

のお客様の好みに合わせた甘さに仕上

〝ほどよい甘さ 〟がスタンダード︒現 代

いますが︑今は素 材や風 味を 活かした

ホリデーシーズンをお愉しみください︒

ります︒
ご家族やお仲間とともに素敵な

が光る七種のケーキをご用意いたしてお

としてお届けしています︒
お菓 子 作り

では積 極 的に取り 入れ︑季 節のケーキ

ザインが美し く ︑ホテルオークラ神 戸

梨の形などフランス製のものは特にデ

せるシリコン製の型 を 使 用 ︒バラや 洋

も ︑今は高い精 度できれいに型から 外

に 限 り があった 複 雑 な 形 状のケ ー キ

の型 ︒以前はお客 様にご提 供できる数

るしく 進 化しています︒例えばケーキ

スイーツ作りの道 具や技 法も ︑目まぐ

伝 統 をベースに
新 たな 学 び と 工 夫 を ︒

げています︒

贅 沢に使 用し︑上 品な味わいに仕 上げ

カルバドスとシナモンをたっぷり 加 え

オープン当 初から販 売している伝 統の

りんごのお酒が薫 り 立つ
大 人のアップルパイ︒

進化し続ける
モダンクラシック。
の話を 聞 くと ︑大 変 嬉し く 思います︒
また︑ホテルこだわりの一品 といえば ︑
ショー トケーキもそのひとつ︒主 役 と
なる 生クリームは︑三 種のクリームを
ブレンドし︑
重すぎず軽すぎないバランス
を 追 求しています︒ 年 前はスイーツ
といえ ば〝 甘い〟イメ ー ジだった と 思
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シェフパティシエ

SEASONAL NEWS

年末年始は家族や仲間 と、麗しのひとときを。Winter

S TAY

ご予約・お問い合わせ

ホリデーシーズンのご宿泊は、和洋室でごゆっくり。TEL.078-333-3555
◆宿泊予約係

オンライン予約

靴を脱いでお寛ぎいただける和洋室。段差のないフラット
設計で、
お子様やシニアの方にも優しいお部屋です。
和洋室 基本プラン
（朝食付）
［期 間］通年
［料 金］1室4名様ご利用

お一人様

¥21,400〜

特典付

ホテル特製フレンチトーストやオリジナル
ケーキセットなどからおひとつセレクトいただ
ける
「プレミアムチケット」
をはじめ、様々な
特典をご用意。

One Harmony 会員様は 5%OFF
このプランは、
ホテル公式ホームページから
ご予約いただくと5%OFFでご利用いただけます。
詳細・One Harmonyご入会はこちら→

イメージ

E VENT

CHRISTMAS

デートやお茶会に
多彩なバレンタイン。

ホームパーティは、
ホテルメイドで華やかに。

ギフトに最適なパティシエスイーツや、
ロマン
ティックなカクテルをご用意。
かわいい見た目
に話が弾むバレンタインアフタヌーンティー
は、
ご友人とのティータイムにおすすめです。

10種の前菜と、国産鶏のローストチキン、
ケーキ、
スパークリングワインを
セットでお届けする賑やかなホームパーティセットが新登場。

［対象レストラン］
カフェレストラン「カメリア」、
「メインバー エメラルド」
※ご予約など詳しくは各レストランにお問い合わせください。

ローストビーフやトリュフ風味のチキンロール、
オマール海老のサラダなど

ホームパーティセット（4〜5人前） ¥25,000
クリスマスケーキ（全7種）
¥3,800〜
シュトーレン（全2種）
¥2,800〜
ソムリエおすすめワインセット
（3本） ¥11,000 他

NEW
●

レストランで煌めく一夜を。
各レストランにて、
シェフが腕をふるう
（ご予約制）
クリスマス限定ディナーをご用意いたします。
〔一例〕

●

フランス料理「レストラン エメラルド」

●

［期 間］12.24
（金）
→12.26
（日）

［お渡し日時］12.18
（土）
→12.26
（日）11：00〜20：00 ※シュトーレンは12/1より
［お渡し場所］ロビー階 カフェレストラン
「カメリア」テイクアウトコーナー
※ご予約は、
商品お渡し日の3日前までにお願いいたします。※ケーキのデザインは変更する場合がございます。

［LOBBY］
カフェレストラン「カメリア」TEL.078-333-3522

※ご案内の料金には税・サービス料が含まれております。※写真は実際のものと異なる場合がございます。※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。

ホテルオークラ神戸の
クリスマスはこちら→

スペシャルディナー
¥24,000
＊グラスシャンパン付

12-1- 2

MONTHLY MENU

De ce mb e r , Ja n u a r y & Feb ru a ry

［3F］
ブッフェレストラン「Ariake -有明-」
Buffet Restaurant Ariake

［3F］中国料理「桃花林」
TOH-KA-LIN (Chinese Restaurant)

［35F］鉄板焼「さざんか」
Sazanka (Teppanyaki)

素材の旨味を最高潮へ
五感くすぐる鉄板焼。
肉汁を閉じ込め香り豊かに香ばしく焼き上げ
た特撰黒毛和牛をメインに、旬のズワイ蟹や
金目鯛には、
フレンチのエッセンスを効かせた
ソースを添えて。素材の旨味を引き出す、焼き
手の美技とともにお愉しみください。

12月 イタリアンブッフェ イメージ

できたてをお届けする実演料理など、熟練のシェフが監修。1月は
新年にふさわしい華やかなメニューを多彩に。
LUNCH 12月・1月・2月

土・日・祝日 限定

ウィークエンドランチブッフェ ソフトドリンク付
11：30〜14：30 ※最終入店 13：00 【90分制】

12月 イタリアンブッフェ／1月 ニューイヤーブッフェ ※1/8より
2月 北海道ブッフェ

大人 ¥4,000 シニア（65歳以上）¥3,500
小学生 ¥1,600 幼児 ¥1,000 3歳以下 無料
生ビール飲み放題プラン ＋¥1,800

●

DINNER

平日だけのお得なランチ。
ふかひれスープや揚げ物、選べるメイン
など、全七品のコースを気軽にお愉しみいただけます。
LUNCH 12月・1月・2月 平日限定

桃花林セレクトランチ（全7品） ¥3,700
〈TEL〉
078-333-3526

Lunch 11：30〜14：30

●

DINNER 12月・1月・2月

おすすめディナー（全11品） ¥19,300
※12/31〜1/3は除外
Dinner 17：30〜21：30

●

※12/31〜1/3は除外

〈TEL〉
078-333-3528
●Lunch 11
：30〜14：30

Dinner 17：30〜21：30

●

フリードリンクプラン ＋¥2,200

●

大晦日

イヤーエンドディナーブッフェ

12月 桃花林セレクトランチ

飲み放題付

［LOBBY］
「メインバーエメラルド」
Main Bar Emerald

［LOBBY］
カフェレストラン「カメリア」

［1F］和食堂「山里」

Cafe Restaurant Camellia

Yamazato (Japanese Cuisine)

［日 時］12.31
（金）17：00〜21：00 ※最終入店 19：00 【120分制】

大人 ¥12,000 小学生 ¥3,000
幼児 ¥1,500 3歳以下 無料
〈TEL〉
078-333-3801
（イベント受付係 10:00〜18:00）

［1F］
「 Heian -平安-」
お正月は愉しく美味しいひとときを

新春ファミリーブッフェ

飲み放題付

1月 アンサンブルランチ

［期 間］2022.1.1
（土・祝）
→1.3
（月）※1/3はランチのみ

■Mr.チョップリンショー 13:15〜／18：45〜

LUNCH 1/1→1/3 12：00〜14：30（90分制）※最終入店 13：00
大人 ¥8,500 小学生 ¥2,000 幼児 ¥1,000 3歳以下 無料
DINNER 1/1・1/2 17：30〜20：30（120分制）※最終入店 18：30
大人 ¥12,000 小学生 ¥3,000 幼児 ¥1,500 3歳以下 無料
〈TEL〉
078-333-3801
（イベント受付係 10:00〜18:00）

旬のフルーツを贅沢に使ったカクテル。瑞々しく芳醇な一杯に
酔いしれる、甘美な夜をお過ごしください。
12月・1月・2月

カクテル「F」
（左から）
12月 紅まどんな／1月 苺／2月 はっさく
各¥2,200
〈TEL〉
078-333-3524

営業時間 16：00〜22：30

●

1月 お米で巡るご当地食紀行「富山編」

世代を超えて愛される洋食二品に、
スープとデザートを添えて。
ホテルシェフ特製の本格洋食をお届けいたします。
LUNCH 12月・1月・2月

アンサンブルランチ（全5品） ¥2,800 ※12/31〜1/3は除外
〈TEL〉
078-333-3522

Lunch 11：00〜14：30

●

Dinner 17：00〜21：30

●

お客様の目の前で炊き上がるブランド米を主役に、
12月は北海道、
1月は富山、
2月は青森の名物料理をご用意いたします。
LUNCH 12月・1月・2月

お米で巡るご当地食紀行（全7品） ¥4,200

※12/28〜12/30は限定20食 ※12/31〜1/5は除外

〈TEL〉
078-333-3527

レストラン エメラルド休業のご案内 このたび、
フランス料理「レストラン エメラルド」
は、
クリスマス、
お正月営業を除き、
ランチ・ディナー営業を当面の間休業させていただくこととなりました。
※ディナータイムのラストオーダーは各レストラン表記時間の1時間前
（カメリア、
メインバーエメラルドは30分前）
となります。※営業時間及び内容につきましては予告なく変更する場合がございます。※ご案内の料金には税・サービス料が含まれて

おります。※写真は実際のものと異なる場合がございます。※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。

Lunch 11：30〜14：30

●

Dinner 17：30〜21：30

●

その他のメニューは
ホームページをご覧ください。

