H EA L TH Y & S O C IA L G O O D S W EETS
カフェレストラン
「カメリア」

TEL.078-333-3522
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美味しさそのまま、糖質60%オフ。
（当社従来品比）

カカオ生産者に優しいスイーツを添えて。

社内料理コンクール優勝作品を商品化。糖質がわずか約10gのチーズ
ケーキと、バターを減らしプルーンピューレでしっとりさせたチョコ
レートケーキ、オレンジピールでアクセントを効かせたロールケーキ。
いずれも食物繊維やビタミン豊富な小麦ふすま（小麦の表皮部分）、
植物由来の甘味料を使いヘルシーに仕上げています。

とうもろこしのムースやいちじくとチーズのブルスケッタなど旬を取
り入れたアミューズ、スイーツプレートにはカカオ生産者を支援する
ベルギーのフェアトレードチョコレートの一品も。伝統のフレンチ
トーストとともにお愉しみいただけます。

［期 間］→8.31
（水）［時 間］11：00〜

※前日17：00までのご予約制

A. 6月 ロールケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥540（イートイン ¥605）

プレミアムアフタヌーンティーセット

B. 7月 ベイクドチーズケーキ・・・・・・・・・・・・・¥540（イートイン ¥605）

C.

［期 間］6.1
（水）
→6.30
（木）［時 間］13：00〜16：00

¥4,200

¥540（イートイン ¥605）

8月 チョコレートケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

IN FORMATION
予約制

テイクアウトメニュー

予約制

夏休み特別講座

ホテルの味をご自宅で

“親子でつくろう” 環境にやさしい木製おもちゃ

和食、洋食、中国料理、人気
のステーキ弁当など。
シェフ
が腕を振るうお料理を、
ご家
庭でもお愉しみください。

木のおもちゃを製造する
〈なかよしライブラリー〉
の方を講師に迎え、
楽しい
「カラクリ装置」
を親子でお作りいただけます。
［日 時］7.23
（土）講座 10:00〜12:00／ランチ
（ブッフェ）12:15〜
［料 金］親子ペア

¥10,000

［講 師］髙山 祐輔（株）
なかよしライブラリー
※参加人数のご追加は別途料金にて承ります。※料金は材料費・ランチ込
※小学生のお子様を対象とさせていただきます。

ホ テ ル オ ー クラ 神 戸 レ ストラン インフォメ ー ション

◆カルチャーサロン・クラッセ TEL.078-333-4301（平日10:00〜17:00）

H ORT ENS I A
オルタンシア [ Vol. 2 1 6 ] -2 0 2 2 Ju n e, Ju ly & A ug us t-

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。

オフィシャルSNSでは
ホテル最新ニュースを随時、配信中！
［1F］和食堂「山里」

Facebookページ

www.facebook.com/HotelOkuraKobe

Instagram

＠hotelokurakobe

Twitter

@HotelOkuraKobe
環境に配慮した紙を使用しています。
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ご家族で過ごす夏休み
R ESTAURANT

オークラ神戸の夏の風物詩
ふっくら、
きめ細かな良質鰻。
「山里」では、広大な生簀でのびのびと育ち、
きめ細かく
上品な味わいの鰻を使用しています。焼きの後にじっくり
30分蒸す工程を入れ、ふわ
ふわの食感を生み出した鰻
丼や、わさびでお愉しみいた
だく白焼き、鰻巻き玉子など、
様々な鰻料理をご用意いた
します。
LUNCH 7月・8月

DINNER 7月・8月

鰻丼御膳（全4品） ¥5,800
鰻会席（全7品） ¥13,500

テイクアウト 7月・8月

鰻弁当
うな重

※前日18：00までのご予約制

※前日18：00までのご予約制

¥6,000
¥6,000

P OOLSIDE RESTAURANT

屋外プールご利用のご宿泊者様限定

ホテル特製バーガーも多彩に
プールサイドレストランがOPEN！
［期 間］7.16
（土）
→8.31
（水）11:30〜16：00
※土・日・祝日、8/11
（木）
、8/12
（金）
は17：00まで

神 戸ビーフバーガーなど五 種の特 製
バーガーをはじめ、
ステーキ、
ナポリタン、
フルーツたっぷりのパフェまで。ホテル
シェフおすすめのサマーメニューを青空
の下でお愉しみください。
キッズメニュー
も充実！

［1F］和食堂「山里」〈TEL〉078-333-3527
Lunch 11：30〜14：30

●

Dinner 17：30〜21：30

●

K IDS PLAY AREA
お子様向けの水遊び

E VENT
の
ホテルシェフ
料理とともに

ホテルオークラ神戸

Beer Hall
2022.6.18（土）→10.1（土）
3 階「Ariake -有明-」
17:00 〜21:30 ※最終入店 19:00

お得な前売りやフェアをご用意
ワイン飲み比べなど毎月お愉しみも！
ライブキッチンを備えた開放的な店内席
●

★オープニングフェア

ビアホールプラン ¥7,500

ブッフェ料理のみプラン ¥5,500

小学生 ¥1,500、4歳以上 ¥1,000、3歳以下 無料
（ソフトドリンク飲み放題120分）

乾杯用スパークリングワイン＆パフェ付

女子会プラン ¥7,500

（ブッフェ+飲み放題120分）

※前日までのご予約制
※女性グループ対象

夜風が心地いい“絶景”屋外スペースで
◆イベント受付係 TEL.078-333-3801（10：00〜18：00）

●

ルーフガーデンプラン ¥7,500

（プレート料理+飲み放題120分）

休みステイ
暑い夏を涼しく過ごす夏
を何度でも。
ご滞在中は、屋外プール
ス付プラン
屋外プール1stayフリーパ

ビアホールプラン、女子会プラン、
ルーフガーデンプランが

ノンアルコール派の方やご家族に

●

S TAY

期間 6.18
（土）
→6.30
（木）

（ブッフェ+飲み放題120分）

●

アクアプレイコーナーも登場！

※前日までのご予約制
※雨天時は店内席で
ブッフェ料理となります。

）

（火
→8.30
（土）
［期 間］7.16
用
［料 金］ツイン2名1室利

¥6,000に！

オンライン予約

〜
お一人様 ¥1 2,2 00
※朝食付

お得にご利用いただける

ご予約・お問い合わせ

前売りご利用券を発売中！
お一人様 ¥6,000

-333-3555
◆宿泊予約係 TEL.078

販売期間 →6.30
（木）
まで

※7/1
（金）
以降のビアホールプラン、女子会
プラン、ルーフガーデンプランにご利用いた
だけます。※前売り券はフロントカウンター、
カフェレストラン「カメリア」、ヘルスクラブ、
または営業担当者へお申し付けください。

ご宿泊者様限定

屋外プールのご案内
7.16
（土）
→8.31
（水）

※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

スウェーデン発！
〈ボーネルンド〉
の
人気アクアプレイ・シリーズが、屋
外プール横のキッズプレイエリア
に。
「水の不思議」
に触れる、
しかけ
満載の玩具をご体験いただけます。

（木）
、8/12
（金） 9：00〜18：00
［時 間］平日 10:00〜17:00
（最終受付16:00） 土・日・祝日、8/11
（最終受付16：30）
［料 金］
大人

¥1,600 小学生 ¥800 4〜6歳 ¥400 3歳以下 無料

◆ヘルスクラブ受付 TEL.078-333-3538（7：00〜21：00）

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。

6-7-8

MONTHLY MENU

J u ne , Ju l y & A u g u s t

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

［35F］鉄板焼「さざんか」
Sazanka (Teppanyaki)

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

鶏の旨味が引き立つ
さっぱりトマト冷麺。
香り高くコク深い、
冷やし担々麺など定番
の三種に加え、今年は兵庫県の但馬どり
と夏野菜のトマト白湯冷やしそばをお届け
いたします。

6月 洋食ブッフェ イメージ

熟練のホテルシェフが監修した華やかなメニューがラインナップ。
目の前で仕上げる、
できたての実演料理も。

お客様の目の前で焼き上げる旬の魚やフォアグラ、
メインの特撰
黒毛和牛はフィレとロースからお選びいただけます。

LUNCH 6月・7月・8月

DINNER 6月・7月・8月

土・日・祝日 限定

ウィークエンドランチブッフェ 11：30〜14：30 ※最終入店 13：00【90分制】
6月 洋食ブッフェ／7月 ワールドグルメブッフェ／

LUNCH/DINNER 7月・8月

冷麺フェア ¥2,500〜

おすすめディナー（全11品） ¥19,300
〈TEL〉
078-333-3528

Lunch 11：30〜14：30

●

〈TEL〉
078-333-3526
●Lunch 11
：30〜14：30

Dinner 17：30〜21：30

●

Dinner 17：30〜21：30

●

8月 サマーブッフェ ※8/12（金）、8/15（月）
も営業

大人 ¥4,300 シニア（65歳以上）¥3,800
小学生 ¥1,800 幼児 ¥1,200 3歳以下 無料
※ソフトドリンク付 ※飲み放題のオプションもございます。

［LOBBY］
「メインバーエメラルド」
Main Bar Emerald

〈TEL〉
078-333-3801
（イベント受付係 10:00〜18:00）

［LOBBY］
カフェレストラン「カメリア」
Cafe Restaurant Camellia

6月

開業記念ランチ

素材の個性を生かした
限定スパイスカレー。

「カメリア」
では人気の洋食メニューをセットで、
「桃花林」
では飲茶コースに蟹の一品をプラスした
お得なランチをご用意いたします。

暑い夏の日に最適、
ラムの旨味が広がるトマト
カレーや、ほうれん草をふんだんに使ったグ
リーンカレーをご用意するカレーフェアを開催。
スープとパティシエ特製デザートとともにお愉
しみいただけます。

カフェレストラン「カメリア」

LUNCH 6月

開業記念ランチ（全5品）
¥3,500
夏を彩るスイカの爽やかな甘みと香りを生かしたカクテルとともに、
素敵な一夜をお過ごしください。

中国料理「桃花林」

LUNCH 6月

開業記念ランチ（全7品）
¥5,000

カフェレストラン
「カメリア」

7月・8月 すいかカクテルフェア 各¥2,300
（左から）
すいかソルティドッグ／すいかヨーグルト／すいかサワー

※6月はマンゴー、7月はメロン、8月は巨峰を使ったカクテルもございます。

〈TEL〉
078-333-3524

営業時間 16：00〜22：30

LUNCH 7月・8月

カレーフェアランチ（全4品） ¥2,800

※カレーは毎月三種の中からお選びいただけます。
※お盆期間は除外

〈TEL〉
078-333-3522
●Lunch 11
：00〜14：30

Dinner 17：00〜21：30

●

●

※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。

レストランのご予約は
公式ホームページが便利です。

