
神戸･瀬戸内の地産地消

KOBE＆SETOUCHI
FOODSTUFF

神戸が誇るブランド牛。
欧米を中心に国外でも知名度が高く、人肌で溶け
るほど融点の低いサシはあっさりとして食べやす
いのが特徴。

神戸牛
KOBE BEEF

一般的な玉葱と比べ圧倒的な甘み、やわらかさ、辛
味の少なさが人気。
スライスして生食にしたり、丸ごとグリルして素
材そのままの味を楽しむのがおすすめ。

淡路玉葱
Awaji Onion

ストレスの少ないのびのびとした『環境』で、こ
だわり抜いた『飼料』を用い、改良を重ねた高品
質な『品種』。三位一体が育んだ極上と呼ぶに相
応しい豚肉です。

三田ポーク
SANDA pork

瀬戸内の海と温暖な気候。最適な環境で育った瀬
戸内レモンの酸味の奥には、旨味と栄養がたっぷ
り含まれています。

瀬戸内レモン
SetoUCHI lemon

明石海峡の激しい潮流にもまれることで身がひき
しまり、エビやカニという豊富なエサで育ちまし
た。甘みのあるしっかりした身は、どんな食べ方
でも楽しむことができます。

明石鯛
Akashi sea bream

塩職人が、淡路島の
海水と海藻をじっく
り炊き上げました。

香りがよく、実は柔
らかく、ピリッと辛
い風味が特徴の山椒
です。

淡路島産藻塩
SALT FROM AWAJISHIMA

有馬山椒
ARIMA SNSYO

APPETIZER
Soup with many kinds of hyogo vegetables 600
兵庫野菜の具沢山スープ 

Bruschetta made with hyogo basilico sauce, 
fruits tomato, and ciabatta (Italian bread)

Regular
Half

900
600

兵庫産バジルのジェノベーゼと
フルーツトマトを使ったチャバタのブルスケッタ

The recommennded appetizer platter of the day 1,000
本日のおすすめ前菜盛合せ

Seared and marinated salmon in cilantro honey mustard 
from the Hyogo Prefecture 1,100

炙りサーモンマリネを兵庫県産パクチーハニーマスタードで

Homemade Mita pork pancetta with sauerkraut 1,200 
三田ポークの自家製パンチェッタ シュークルート添え

Smoked yellowtail from Setouchi Inland Sea 
with condiments of dried tomato, anchovies, thyme, and capers 1,200 

瀬戸内産ぶりのスモーク ドライトマト、アンチョビ、タイム、
ケッパーのコンディメント

MEAT
The recommennded grilled meat dish of the day 1,800 
本日のおすすめグリルお肉料理

Roast Setouchi Rokkoku pork loin 
with three varieties of mushroom dip sauce 1,950 

瀬戸内六觳豚肩ロースのロースト 三種類の茸のディツプソース

Ragu of Daikoku Hon-Shimeji mushrooms 
and Tamba boar raised in the bountiful mountains 2,000 

豊富な山の幸で育った丹波猪と大黒本シメジのラグー

Grilled f1 class beef with awaji salt 2,500 
Ｆ１肉のグリルを淡路島産藻塩で

Grilled kobe beef with garlic wasabi soy sauce
 (Hyogo adachi soy sauce) 7,000 

神戸牛ロースのグリル
兵庫県足立醤油を使ったガーリックわさび醤油

GRAINS&MACCHERONI
The recommennded pasta of the day (rosso or bianco) 1,000 
本日のおすすめパスタ（ロッソ又はビアンコ）

Rugu of "Kuroge Wagyu" mince and 
Setouchi Kagawa Kubota Pasta Tariatre noodles 1,980 

黒毛和牛ミンチで作ったラグー
瀬戸内香川久保田麺のパスタ タリアッテレ

Snow crab and Japanese blue crab bisque 
with Setouchi Kagawa Kubota linguine noodles 1,980 

ズワイガニと渡り蟹のビスク　瀬戸内香川久保田麺のリングイネ

DESSERTS
Kobe coffee and banana chiboust 600 
神戸コーヒーとバナナのシブースト

Today's special dessert assortment 800 
本日のスペシャルデザート盛り合わせ

Tatsuno Raw soy sauce and vanilla daifuku floating in a matcha soup 900 
龍野生醤油とバニラの大福を抹茶のスープに浮かべて

PREFIX COURSE
・5,000yen
・地産食材の最初の一口
・瀬戸内産ぶりのスモーク ドライトマト、
　アンチョビ、タイム、ケッパーのコンディメント
・兵庫野菜の具沢山スープ　または　ポタージュ
・豪州牛フィレ肉のグリル 兵庫野菜添え
　または　瀬戸内六觳豚肩ロースのロースト 三種類の茸のディツプソース
　または　瀬戸内産鮮魚グリル
・神戸コーヒーとバナナのシブースト

・7,000yen
・地産食材の最初の一口
・瀬戸内産の入った海の幸の盛り合わせ
・地産食材を使った温かいオードブル
・瀬戸内鮮魚焼 野菜ピューレを使ったソース
・豪州牛フィレ肉のグリル 兵庫野菜添え 濃厚な肉のジュース
・龍野生醤油とバニラの大福を抹茶のスープに浮かべて

SEAFOOD
Grilled fresh setouchi seafood of the day 1,500 
本日の瀬戸内で採れた鮮魚焼き

Grilled John Dory from Seto Inland Sea 
with butter sauce blended with arugula from the Hyogo Prefecture 1,600 

瀬戸内まとう鯛のグリル　
兵庫県産ルッコラを練りこんだバターソース

Grill table special bouillabaisse kobe style 1,800 
神戸港町のグリルテーブル特製ブイヤベース　

Poêlé of sea bream from Setouchi Inland Sea served 
with a sauce scented with carrot, ginger, orange, and cardamom 1,800 

瀬戸内産真鯛のポアレ　人参、生姜、オレンジ、
カルダモン香るソース

Grilled lobster vigorously with hyogo vagetables 2,200 
豪快に焼き上げた殻付きオマール海老テール 兵庫野菜添え

SALAD
Roasted Kinki vegetables with spicy Hyogo Rokko Miso dressing 700 
近畿野菜のロースト 兵庫六甲味噌スパイシードレッシング

The recommennded salad of the day Regular 1,100
本日のおすすめダイナミックサラダ Half 700

Chopped salad of Hyogo Prefecture leafy garden greens 1,200
兵庫県菜園リーフのチョップドサラダ


