
レストランのご案内
朝 食ブッフェ Breakfast Buffet
場 所
Place

時 間
Time

料 金
Charge

日祝 Sunday and a public holiday
7︓00　　～10︓00

お子様
料　金

a.m. a.m.a.m. a.m.

ダイニングルームトパーズ（4階）
Dining Room Topaz（The fourth floor）

平日（月～土曜日） Weekday
7︓00　　～9︓30
¥1,800（1名様・サービス料・税金込）
One person/Includes service charge and tax

       ¥900（1名様・サービス料・税金込）
Child charge  One person/Includes service charge and tax

メニュー / Menu
スクランブルエッグ / 温野菜 / ソーセージ /
ベーコン / ジャーマンポテト / 肉じゃが / 焼き魚 /
スープ / 神戸名物そば飯 / 神戸コロッケ / 味噌汁
お粥 / 白ごはん / 湯豆腐 又は冷奴 / じゃこおろし /
漬物各種 / 和惣菜各種 / フレッシュサラダ /
コールハム / ポテトサラダ / シリアル / ヨーグルト /
ベーカリー各種 / フルーツ 2 種 / デザート 他

昼 食

メイン料理  Main dishes メイン料理  Main dishes
・週替わりの肉料理
・週替わりの魚料理

・牛肉のステーキデミグラスソース
・オマール海老のソテー

¥1,250

選べるランチ
メイン料理 & ハーフブッフェ

Main dish & Half buffet 

場 所
Place

時 間
Time a.m. p.m.

レストラン＆カフェプラシャンティ（1階）
Restaurant&Cafe Prashanti（The first floor）

11︓30　　～2︓30

¥1,800（1名様・サービス料・税金込）
One person/Includes service charge and tax

※季節によりメニュー内容は変更致します。

ラストオーダー 1︓50ｐｍ

2516内線…………

2633内線…………

（1名様・サービス料・税金込）
One person/Includes service charge and tax

夕 食メニュー Dinner menu
場 所
Place

時 間
Time

p.m. p.m.

レストラン＆カフェプラシャンティ（1階）
Restaurant&Cafe Prashanti（The first floor）

  5︓30　  ～9︓00
ラストオーダー 8︓30ｐｍ

2633内線…………

Course \3,500 ～

Apperizer

Tomato Brucchetta with Garlic butter

Smoked Mozzarella cheese and Tomato

Smoked Salmon and Onion

Vacuum packed pouch cooking Chicken Breast

Jamon serrano and Fruit

Appetizers plate

Four cheese combination

トマトとブルゴーニュバターのブルスケッタ

モッツァレラチーズとトマトのカプレーゼ

スモークサーモンと淡路産玉葱添え

国産鶏胸肉の低温調理

スペイン産ハモンセラーノ＆フルーツ

オードブルプレート

四種のチーズ盛り合わせ

\950

\950

\1,300

￥1,300

￥1,500

￥1,500

￥1,600

Soup

Soup of the day

French Onion Gratin Soup

Vegetable Soup “Cultivateur”

本日のポタージュスープ

オニオングラタンスープ

野菜入り田舎風スープ

\850

\850

\850

Salad

Fresh Local Leaf Salad

Seasonal Vegetable Salad
.
Caesar Salad

神戸市西区産有機野菜のリーフサラダ

季節の彩りサラダ

シーザーサラダ

\950

\1,200

\1,200

Seafood

Seafood Firt ( Shrimp,Scallops,Fish )

Seafood dish of the day

 Pan-fried Salmon with Lemon and Steamed vegetable

Acqua Pazza with Red snapper and Mussels

シーフードフリット（海老・帆立・魚）

本日のお魚料理

サーモンポワレ レモンと季節の温野菜

鯛とムール貝のアクアパッツァ

\1,800

\1,800

\1,800

\1,800

Meat
Hamburg Steak

Grilled KOBE Pork-Loin 

KOBE Pork-Loin Cutlet

Grilled Rocal Chicken

Rocal Chicken stewed in tomatoes

Pan-fried Beef-Round

Grilled Beef-Loin

Stewed KOBE-Beef Flank

自家製ハンバーグ

神戸ポークロース肉のグリル

神戸ポークロース肉のトンカツ

奥丹波産 地鶏のグリル

奥丹波産 地鶏のトマト煮込み

国産牛モモ肉のポワレ

国産牛ロース肉のグリル

神戸牛バラ肉の煮込み

\1,800

\1,800

\1,800

\1,800

\1,800

\2,000

\2,600

￥3,000

Others

Pizza

Pasta

pork cutlets

Seafood Pilaf

Seafood Curry

Beef Curry in KOBE-Beef Flank

Kid’s plate

Bite size Cake platter

Fruirs platter

ピッツァ

パスタ

シーフードピラフ 

焼肉風ビーフピラフ

港島カレー（シーフード）

神戸牛バラ肉のビーフカレー

キッズプレート

プティケーキの盛り合わせ

フルーツ盛り合わせ

\1,400 ～

\1,400 ～

\1,750

\1,750

\1,750

￥2,500

￥1,000

￥850

￥1,000

Side Order

サイドオーダー　　　　 各￥350

アラカルトをご注文のお客様にお得なセット
パン / ライス

本日のスープ

ミニサラダ

コーヒー / 紅茶
Bread / Rice

Soup of the Day

Small Salad

Coffee / Tea


