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RECOMMENDED MENU
Our chef’s suggestions

19. Locally-grown chicken thigh with garlic and rosemary  ￥ 2,900
20. Kobe beef hamburg steak dressed with  ￥ 3,500
 demi-glace sauce and seasonal vegetables (200g) 
21. Kobe beef cheese burger with french fries ￥ 2,400
22. Omelet with rice  ￥ 1,700
23. Bokkake soba-meshi ￥ 1,650
  (Fried soba noodles, rice and beef)

SIDE MENU
Compliment your main dish with one of our tantalizing side option.

24. French fries ￥ 620
25. Sautéed mushrooms ￥ 850
26. Sautéed asparagus with bacon ￥ 850
27. Assorted sausages ￥ 1,500
28. Fried chicken ￥ 1,200
29. Assorted cheese ￥ 1,700
30. Bruschetta ￥ 850
31. Assortment of fruit ￥ 2,000
32. Chocolate sundae ￥ 1,450
33. Bread or rice  ￥ 360

VEGETARIAN MENU 
Healthy Foods

34. Mixed vegetables (steamed) ￥ 1,050
35. Vegetable sandwich ￥ 1,500
36. Vegetable pizza ￥ 1,900
37. Vegetable tomato curry ￥ 2,000
38. Vegetable pasta ￥ 1,900

前菜とスープ
ワインやビール等のドリンクとともにお楽しみください。

1. 鯛のカルパッチョ バジル風味  ￥ 1,800

2. スモークトラウトサーモンの柚子ドレッシング ￥ 2,200
 サラダと共に
3. イタリア産 生ハム ￥ 2,600

4. ベビーリーフのグリーンサラダ ￥ 1,250

5. シーザーサラダ  ￥ 1,650

6. コーンスープ ￥ 850

7. オニオングラタンスープ  ￥ 1,100

メインディッシュ
シェフ自慢のメイン料理の数々。

8. サーモンのムニエル ￥ 2,600

9. 有頭海老フライ定食 （ご飯、香の物、味噌汁付） ￥ 3,300

10. 牛フィレ肉のビーフストロガノフ バターライス添え ￥ 3,800

11. 牛フィレ肉 または、サーロインのグリル 　   ￥ 3,950
 柚子胡椒ソース 季節の野菜添え

クラシック
自慢のサンドウィッチやピザ、スパゲッティーなどバリエーション豊富に。

12. ピザ マルゲリータ ￥ 1,700

13. チーズ４種のピザ ￥ 1,800

14. スパゲッティ ボロネーゼ ￥ 1,750

15. スパゲッティ カルボナーラ ￥ 1,750

16. クラブハウスサンドウィッチ フライドポテト添え ￥ 2,300

17. 牛フィレ肉のビーフカレー ￥ 2,100

18. ステーキどんぶり（香の物、味噌汁付） ￥ 3,200

おすすめメニュー
ルームサービスで人気のメニューです。

19. 丹波地どりもも肉のグリル ガーリックとローズマリー風味 ￥ 2,900

20. 神戸ビーフハンバーグステーキ　 ￥ 3,500
 デミグラスソース 季節の野菜添え（200g）
21. 神戸ビーフ チーズバーガー フライドポテト添え ￥ 2,400

22. シーフードオムライス ￥ 1,700

23. 神戸長田発祥 ぼっかけそば飯 ￥ 1,650

サイドメニュー
プラス一品、さらにお食事が弾みます。 

24. フライドポテト ￥ 620

25. ミックスマッシュルームのソテー ￥ 850

26. アスパラガスとベーコンのソテー ￥ 850

27. グルメソーセージ盛り合わせ ￥ 1,500

28. とりの唐揚げ ￥ 1,200

29. チーズ盛り合わせ ￥ 1,700

30. ブルスケッタ ￥ 850

31. フルーツ盛り合わせ ￥ 2,000

32. チョコレートサンデー ￥ 1,450

33. パン または ライス ￥ 360

ベジタリアンメニュー
ヘルシーフードも取りそろえています。

34. ミックスベジタブル（温野菜） ￥ 1,050

35. ベジタブルサンドウィッチ ￥ 1,500

36. ベジタブルピザ ￥ 1,900

37. ベジタブルトマトカレー ￥ 2,000

38. ベジタブルパスタ ￥ 1,900

STARTERS
Start your meal o� right with one of our mouthwatering starters. 

1. Sea bream carpaccio with herbs ￥ 1,800
2. Smoked salmon with yuzu dressing  ￥ 2,200
3. Assorted prosciutto ￥ 2,600
4. Green baby leaf salad ￥ 1,250
5. Caesar salad ￥ 1,650
6. Corn soup ￥ 850
7. Onion gratin soup ￥ 1,100

MAIN DISH
Choose from some of our Chef's finest creations.

8. Salmon meunière ￥ 2,600
9. Deep fried prawn set menu  ￥ 3,300
  (with rice, pickles and miso soup)
10. Beef strogano� with butter rice ￥ 3,800
11. Beef fillet or sirloin  ￥ 3,950
 with spicy yuzu sauce and seasonal vegetables 

CLASSICS
Our most popular items.

12. Pizza margherita ￥ 1,700
13. Four kinds of cheese Pizza ￥ 1,800
14. Spaghetti bolognese ￥ 1,750
15. Spaghetti carbonara ￥ 1,750
16. Club house sandwich with French fries ￥ 2,300
17. Japanese beef curry ￥ 2,100
18. Bowl of rice topped with steak, ￥ 3,200
 served with pickles and miso soup

A LA CARTE
( 1 1 :00am – 1 1 :00pm)

All menu items are available between 11:00am and 11:00pm    For orders after 11:00pm please refer to our late night menu items

*All prices include 10% service charge and tax.    *Ingredients are subject to market availability, and may change without prior notice. 
*If you have food allergies, please notify us prior to ordering.    *Certain courses may not be available due to events or special seasons.

アラカルト
（午前 1 1時 ～ 午後 1 1時）

上記のメニューについては午前 11時から午後 11時までご利用いただけます。　午後 11時以降のご注文については、お夜食のメニューよりお選びください。

＊表示価格にはサービス料・税金が含まれております。　＊メニュー内容は、食材の入荷状況により予告なく変更する場合があります。
＊食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前にお申し出ください。　＊イベント および 特別期間は、販売を中止する場合がございます。    
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＊食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前にお申し出ください。　＊イベント および 特別期間は、販売を中止する場合がございます。    



For that late night tummy rumble 

49. Toasted seaweed chazuke  ￥ 1,050
 (Hot green tea over a bowl of rice) with pickles 
50. Kitsune udon noodles ￥ 1,000
51. Bowl of rice topped with japanese beef ￥ 2,100
52.  Japanese beef curry ￥ 2,100
53. Dried snacks (Vegetable chips, dried fruit) ￥ 850
54. Assorted cheese ￥ 1,700

中国レストラン　蘇州　 
39. 酢豚 黒酢風味  ￥ 2,000

40. 五目チャーハン ￥ 1,800

41. 海の幸のあんかけやきそば ￥ 1,900

日本料理　神戸なだ万
42. なだ万刺身丼 ￥ 3,000

43. 松花堂弁当 ￥ 4,200

京料理　たん熊 北店 
44. 京風点心弁当 ￥ 3,600

45. うな重御膳 ￥ 4,000

46. 松花堂縁高 ￥ 6,200

寿司割烹　尽 
47. 上にぎり寿司（赤だし付） ￥ 4,200

48. 寿司セット（小鉢、ちらしずし、赤だし） ￥ 3,300

深夜の疲れを癒すナイトメニュー。

49. 海苔茶漬け ￥ 1,050

50. きつねうどん ￥ 1,000

51. 国産牛もも肉のどんぶり ￥ 2,100

52. 牛フィレ肉のビーフカレー ￥ 2,100

53. ドライスナック （野菜チップス・ドライフルーツ）  ￥ 850

54. チーズ盛り合わせ ￥ 1,700

Chinese Restaurant SUZHOU 
39. Sweet and sour pork with black vinegar ￥ 2,000
40. Fried rice ￥ 1,800
41. Fried noodles with seafood ￥ 1,900

Japanese Restaurant
KOBE NADAMAN
42. Bowl of rice topped with seafood ￥ 3,000
43. Bento box  ￥ 4,200

Kyoto Cuisine 
TANKUMA KITAMISE
44. Kyoto style dim sum boxed dish ￥ 3,600
45. Unaju ￥ 4,000
 (Grilled eel with sweet soy sauce on top of rice)    
46. Shokado bento ￥ 6,200
 (Appetizer, japanese dishes, sashimi, rice, fruit) 

Sushi Kappo JIN
47. Sushi set  (Nigiri) with miso soup  ￥ 4,200
48. Sushi set  (Chirashi: Sashimi over rice)  ￥ 3,300
 (Appetizer, chirashi, miso soup) 

CHINESE and JAPANESE MENU
( 11:00am - 2:30pm / 5:00pm - 9:00pm ) 

LATE NIGHT MENU 
( 11:00pm - 6:00am ) 

All menu items are available between 11:00pm and 6:00am

中国料理・日本料理 
（午前 11時～午後 2時 30分／午後 5時～午後 9時） 

お夜食
（午後 11時～午前 6時） 

上記のメニューについては午後 11時から午前６時までご利用いただけますAll menu items are available between 11:00am and 2:30pm
as well as between 5:00pm and 9:00pm

*All prices include 10% service charge and tax.    *Ingredients are subject to market availability, and may change without prior notice. 
*If you have food allergies, please notify us prior to ordering.    *Certain courses may not be available due to events or special seasons.

上記のメニューについては午前 11時から午後２時３０分、
午後５時から午後９時までご利用いただけます

＊表示価格にはサービス料・税金が含まれております。　＊メニュー内容は、食材の入荷状況により予告なく変更する場合があります。
＊食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前にお申し出ください。　＊イベント および 特別期間は、販売を中止する場合がございます。    

For that late night tummy rumble 

49. Toasted seaweed chazuke  ￥ 1,050
 (Hot green tea over a bowl of rice) with pickles 
50. Kitsune udon noodles ￥ 1,000
51. Bowl of rice topped with japanese beef ￥ 2,100
52.  Japanese beef curry ￥ 2,100
53. Dried snacks (Vegetable chips, dried fruit) ￥ 850
54. Assorted cheese ￥ 1,700

中国レストラン　蘇州　 
39. 酢豚 黒酢風味  ￥ 2,000

40. 五目チャーハン ￥ 1,800

41. 海の幸のあんかけやきそば ￥ 1,900

日本料理　神戸なだ万
42. なだ万刺身丼 ￥ 3,000

43. 松花堂弁当 ￥ 4,200

京料理　たん熊 北店 
44. 京風点心弁当 ￥ 3,600

45. うな重御膳 ￥ 4,000

46. 松花堂縁高 ￥ 6,200

寿司割烹　尽 
47. 上にぎり寿司（赤だし付） ￥ 4,200

48. 寿司セット（小鉢、ちらしずし、赤だし） ￥ 3,300

深夜の疲れを癒すナイトメニュー。

49. 海苔茶漬け ￥ 1,050

50. きつねうどん ￥ 1,000

51. 国産牛もも肉のどんぶり ￥ 2,100

52. 牛フィレ肉のビーフカレー ￥ 2,100

53. ドライスナック （野菜チップス・ドライフルーツ）  ￥ 850

54. チーズ盛り合わせ ￥ 1,700

Chinese Restaurant SUZHOU 
39. Sweet and sour pork with black vinegar ￥ 2,000
40. Fried rice ￥ 1,800
41. Fried noodles with seafood ￥ 1,900

Japanese Restaurant
KOBE NADAMAN
42. Bowl of rice topped with seafood ￥ 3,000
43. Bento box  ￥ 4,200

Kyoto Cuisine 
TANKUMA KITAMISE
44. Kyoto style dim sum boxed dish ￥ 3,600
45. Unaju ￥ 4,000
 (Grilled eel with sweet soy sauce on top of rice)    
46. Shokado bento ￥ 6,200
 (Appetizer, japanese dishes, sashimi, rice, fruit) 

Sushi Kappo JIN
47. Sushi set  (Nigiri) with miso soup  ￥ 4,200
48. Sushi set  (Chirashi: Sashimi over rice)  ￥ 3,300
 (Appetizer, chirashi, miso soup) 

CHINESE and JAPANESE MENU
( 11:00am - 2:30pm / 5:00pm - 9:00pm ) 

LATE NIGHT MENU 
( 11:00pm - 6:00am ) 

All menu items are available between 11:00pm and 6:00am

中国料理・日本料理 
（午前 11時～午後 2時 30分／午後 5時～午後 9時） 

お夜食
（午後 11時～午前 6時） 

上記のメニューについては午後 11時から午前６時までご利用いただけますAll menu items are available between 11:00am and 2:30pm
as well as between 5:00pm and 9:00pm

*All prices include 10% service charge and tax.    *Ingredients are subject to market availability, and may change without prior notice. 
*If you have food allergies, please notify us prior to ordering.    *Certain courses may not be available due to events or special seasons.

上記のメニューについては午前 11時から午後２時３０分、
午後５時から午後９時までご利用いただけます

＊表示価格にはサービス料・税金が含まれております。　＊メニュー内容は、食材の入荷状況により予告なく変更する場合があります。
＊食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前にお申し出ください。　＊イベント および 特別期間は、販売を中止する場合がございます。    



SPARKLING WINE
68. Sparkling wine Glass ￥ 1,500
69. Charles de Fere Tradition Brut (France)  Full bottle ￥ 8,400

WHITE WINE 
70. White house wine  Glass ￥ 950
71. Tatiara Chardonnay (Australia)   Full bottle ￥ 5,200
72. Frascati Superiore Secco (Italy)   Full bottle ￥ 6,700
73. Peter Lehmann Barossa Riesling   Full bottle ￥ 8,100
 (Australia)
74. Newton Chardonnay (California)  Full bottle ￥ 9,500

RED WINE
75. Red house wine Glass ￥ 950
76. Tatiara Cabernet & Shiraz (Australia) Full bottle ￥ 5,200
77. Primitivo di Manduria (Italy)  Full bottle ￥ 7,000
78. Cycles Gladiator Cabernet Sauvignon  Full bottle ￥ 7,800
 (California)
79. Montepulchiano d'Abruzzo  Full bottle ￥ 9,000
 Casale Vecchio (Italy)

コーヒー ＆ 紅茶 
55. コーヒー （ポット）  ￥ 900

56. 紅茶 （ポット） ￥ 900

57. ミルク ￥ 900
※コーヒー・紅茶・ミルクは冷たいものもご用意しております。係にお知らせください。

ソフトドリンク
58. レギュラーコーラ ￥ 400

59. ダイエットコーラ ￥ 400

60. ジンジャーエール ￥ 400

61. フルーツジュース（オレンジ または グレープフルーツ）   ￥ 600

ビール
62. 国産ビール （缶） ￥ 720
 アサヒ または サントリー 

63. 輸入ビール （缶） ￥ 780
 チャーンビール または レーベンブロイ

日本酒 ＆ 焼酎
64. 冷酒（300ml） ￥ 1,550

65. 焼酎　芋・麦・グラス（45ml） ￥ 980

66. 焼酎　芋ボトル（720ml） ￥ 6,200

67. 焼酎　麦ボトル（900ml） ￥ 6,200

スパークリングワイン 
68. グラス スパークリングワイン グラス ￥ 1,500

69. シャルル ド フェール トラディション ブリュット   フルボトル ￥ 8,400
 （フランス）

白ワイン
70. グラス白ワイン グラス ￥ 950

71. タティアラ シャルドネ （オーストラリア） フルボトル ￥ 5,200

72. フラスカーティ スーペリオーレ （イタリア） フルボトル ￥ 6,700

73.  ピーターレーマン バロッサ リースリング   フルボトル ￥ 8,100
 （オーストラリア）
74. ニュートン シャルドネ （カリフォルニア） フルボトル ￥ 9,500

赤ワイン 
75. グラス赤ワイン グラス ￥ 950

76. タティアラ カベルネ シラーズ フルボトル ￥ 5,200
  （オーストラリア）
77. プリミティーヴォ ディ マンドゥーリア （イタリア） フルボトル ￥ 7,000

78. サイクルズ グラディエーター  フルボトル ￥ 7,800
 カベルネソーヴィニヨン （カリフォルニア）
79. モンテプルチアーノ ダブルッツォ  フルボトル ￥ 9,000
 カサーレ ヴェッキォ （イタリア）

COFFEE and TEA
55. Co�ee ￥ 900
56. Tea ￥ 900
57. Milk ￥ 900
*Co�ee, tea and milk may also be served iced

SOFT DRINKS 
58. Regular coke ￥ 400
59. Diet coke ￥ 400
60. Ginger ale ￥ 400
61. Fruit juice (Orange or Grapefruit)  ￥ 600

BEER
62. Domestic beer (Can) Asahi or Suntory  ￥ 720
63. Imported beer (Can) Chang Beer or Lowenbrau    ￥ 780

SAKE and SHOCHU
64. Chilled Sake (300ml)  ￥ 1,550
65. Shochu, Distilled spirit Imo or Mugi (45ml)   ￥ 980
66. Shochu, Distilled spirit Imo bottle (720ml) ￥ 6,200
67. Shochu, Distilled spirit Mugi bottle (900ml) ￥ 6,200

BEVERAGE 

All menu items are available 24 hours. 

*All prices include 10% service charge and tax.    *Ingredients are subject to market availability, and may change without prior notice. 
*If you have food allergies, please notify us prior to ordering.    *Certain courses may not be available due to events or special seasons.

ドリンク

上記のメニューについては 24時間ご利用いただけます。

＊表示価格にはサービス料・税金が含まれております。　＊メニュー内容は、食材の入荷状況により予告なく変更する場合があります。
＊食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前にお申し出ください。　＊イベント および 特別期間は、販売を中止する場合がございます。

SPARKLING WINE
68. Sparkling wine Glass ￥ 1,500
69. Charles de Fere Tradition Brut (France)  Full bottle ￥ 8,400

WHITE WINE 
70. White house wine  Glass ￥ 950
71. Tatiara Chardonnay (Australia)   Full bottle ￥ 5,200
72. Frascati Superiore Secco (Italy)   Full bottle ￥ 6,700
73. Peter Lehmann Barossa Riesling   Full bottle ￥ 8,100
 (Australia)
74. Newton Chardonnay (California)  Full bottle ￥ 9,500

RED WINE
75. Red house wine Glass ￥ 950
76. Tatiara Cabernet & Shiraz (Australia) Full bottle ￥ 5,200
77. Primitivo di Manduria (Italy)  Full bottle ￥ 7,000
78. Cycles Gladiator Cabernet Sauvignon  Full bottle ￥ 7,800
 (California)
79. Montepulchiano d'Abruzzo  Full bottle ￥ 9,000
 Casale Vecchio (Italy)

コーヒー ＆ 紅茶 
55. コーヒー （ポット）  ￥ 900

56. 紅茶 （ポット） ￥ 900

57. ミルク ￥ 900
※コーヒー・紅茶・ミルクは冷たいものもご用意しております。係にお知らせください。

ソフトドリンク
58. レギュラーコーラ ￥ 400

59. ダイエットコーラ ￥ 400

60. ジンジャーエール ￥ 400

61. フルーツジュース（オレンジ または グレープフルーツ）   ￥ 600

ビール
62. 国産ビール （缶） ￥ 720
 アサヒ または サントリー 

63. 輸入ビール （缶） ￥ 780
 チャーンビール または レーベンブロイ

日本酒 ＆ 焼酎
64. 冷酒（300ml） ￥ 1,550

65. 焼酎　芋・麦・グラス（45ml） ￥ 980

66. 焼酎　芋ボトル（720ml） ￥ 6,200

67. 焼酎　麦ボトル（900ml） ￥ 6,200

スパークリングワイン 
68. グラス スパークリングワイン グラス ￥ 1,500

69. シャルル ド フェール トラディション ブリュット   フルボトル ￥ 8,400
 （フランス）

白ワイン
70. グラス白ワイン グラス ￥ 950

71. タティアラ シャルドネ （オーストラリア） フルボトル ￥ 5,200

72. フラスカーティ スーペリオーレ （イタリア） フルボトル ￥ 6,700

73.  ピーターレーマン バロッサ リースリング   フルボトル ￥ 8,100
 （オーストラリア）
74. ニュートン シャルドネ （カリフォルニア） フルボトル ￥ 9,500

赤ワイン 
75. グラス赤ワイン グラス ￥ 950

76. タティアラ カベルネ シラーズ フルボトル ￥ 5,200
  （オーストラリア）
77. プリミティーヴォ ディ マンドゥーリア （イタリア） フルボトル ￥ 7,000

78. サイクルズ グラディエーター  フルボトル ￥ 7,800
 カベルネソーヴィニヨン （カリフォルニア）
79. モンテプルチアーノ ダブルッツォ  フルボトル ￥ 9,000
 カサーレ ヴェッキォ （イタリア）

COFFEE and TEA
55. Co�ee ￥ 900
56. Tea ￥ 900
57. Milk ￥ 900
*Co�ee, tea and milk may also be served iced

SOFT DRINKS 
58. Regular coke ￥ 400
59. Diet coke ￥ 400
60. Ginger ale ￥ 400
61. Fruit juice (Orange or Grapefruit)  ￥ 600

BEER
62. Domestic beer (Can) Asahi or Suntory  ￥ 720
63. Imported beer (Can) Chang Beer or Lowenbrau    ￥ 780

SAKE and SHOCHU
64. Chilled Sake (300ml)  ￥ 1,550
65. Shochu, Distilled spirit Imo or Mugi (45ml)   ￥ 980
66. Shochu, Distilled spirit Imo bottle (720ml) ￥ 6,200
67. Shochu, Distilled spirit Mugi bottle (900ml) ￥ 6,200

BEVERAGE 

All menu items are available 24 hours. 

*All prices include 10% service charge and tax.    *Ingredients are subject to market availability, and may change without prior notice. 
*If you have food allergies, please notify us prior to ordering.    *Certain courses may not be available due to events or special seasons.

ドリンク

上記のメニューについては 24時間ご利用いただけます。

＊表示価格にはサービス料・税金が含まれております。　＊メニュー内容は、食材の入荷状況により予告なく変更する場合があります。
＊食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前にお申し出ください。　＊イベント および 特別期間は、販売を中止する場合がございます。


