
デ ィ ナ ー メ ニ ュ ー
D i n n e r  m e n u

中国料理　桃花春

料理長　　塚口 昌樹

桃花春では「平日77種類/土日

祝約80種類」からお選びいただ

けるオーダースタイルバイキング

をはじめ、旬の食材を最大限に

活かした広東料理の数々を心

ゆくまでご堪能ください。



桃花春ディナーオーダーバイキング ～満福晩餐～
～ TOUKASHUN  dinner buffet ～

料理長のアレンジが盛り込まれた桃花春でしか味わえないオリジナルメニューが多数登場。

旬の食材に創意工夫を加えたメニューや、フカヒレ ・鮑をご賞味くださいませ。

＊当レストランで使用しているお米は兵庫県産神戸育ち兵庫ヒノヒカリ神戸市西区です。

＊120分間のご利用（90分間のオーダー制）となります。　＊写真はイメージです。

＊Kobe nishi-ku-produced rice we use. ＊120mins limited.(90mins limited to order) 

＊photos of our dishes are used for illustrated purposes only.

＊should you be allergic to any food ingredients,please ask the outlet manager for assistance.

＊料金は税金・サービス料込みです。

＊アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフまでお申し付けください。

＊prices include sales tax and service charge.

adult ( 中学生以上 )大 人 \ 6,900

senior ( 65歳以上 ）シニア \ 6,600

\ 3,250elementary student小学生

infant ( 3歳～小学生未満 ）幼　児 \ 1,625

\ 8,600

\ 8,300

\ 4,300

\ 2,150

平日
weekday

土日祝
sat, sun and national holiday



桃花春ディナーオーダーバイキング ～満福晩餐～
～ TOUKASHUN  dinner buffet ～

かぼちゃスープ
pumpkin soup

よだれ鶏
cold steamed chicken, spicy sauce

白身魚の揚げ物 黄金スパイス
deep-fried white fish, spice powder

白身魚の発酵唐辛子煮込み
braised white fish and fermented chili pepper

季節野菜の蒸籠蒸し
steamed seasonal vegetables

パクチーサラダ
coriander salad

イカの香り揚げ
deep-fried squid

牛肉とゴボウのオイスターソース炒め
sautéed beef and great burdock, oyster sauce

麻婆茄子
braised minced pork and eggplant, chili sauce

ザーサイ
Szechuan pickles

海老と銀杏のあっさり炒め
sautéed shrimp and ginkgo nut

青菜の海老味噌炒め
sautéed green vegetables, shrimp miso sauce

豚肉と季節野菜のブラックビーンズ炒め
sautéed pork and seasonal vegetables, black bean sauce

鮭入りオムレツ
omelet with salmon

野菜と湯葉の煮込み
braised vegetables and yuba

鮭炒飯
fried rice with salmon

五目餡かけ焼きそば
fried noodles with chop-suey

茸入り餡かけ揚げそば スダチ風味
deep-fried noodles with mushroom, citrus sudachi flavor

ディナータイム

おすすめメニュー

ピータン
preserved duck’s egg

有頭海老の湯引き 特製醤油
parboiled prawn, soy sauce 牛肉の激辛煮込み

braised beef, very hot sauce

季節野菜の上海蟹味噌餡かけ
boiled seasonal vegetables, 
Chinese mitten crab miso sauce

松茸とフカヒレの醤油煮込み
braised matsutake mushroom and
shark’s fin, soy sauce

海老の衣揚げ レモンソース
deep-fried shrimp, lemon sauce 鉄板焼き餃子

grilled gyoza
海鮮入りレタス包み
sautéed seafood wrapped in lettuce 焼き大根餅

grilled radish cake

鮑と野菜のオイスターソース煮込み
braised abalone and vegetables, oyster sauce

土日祝

追加メニュー
大海老の衣揚げ イクラ餡かけ
deep-fried prawn, salmon roe and thick sauce

牛ロースのスープボイル
（大人・シニア様限定ワンオーダー）

boiled beef 
(adult and senior can order it for the number of people）

【揚げ物】　deep-fried food

鶏の唐揚げ
deep-fried chicken

春巻き
deep-fried spring roll

海老の衣揚げ
deep-fried shrimp

【飲茶】　dim-sum

小龍包
steamed pork in soup dumpling

海老蒸し餃子
steamed shrimp dumpling

水餃子
boiled dumpling

広東焼売
siu mai dumpling in Cantonese style

蒸しパン
steamed bun

海老のクレープ巻き
steamed shrimp wrapped in crepe

スペアリブの黒豆蒸し
steamed sparerib with black beans

【前菜】　appetizer

蒸し鶏の葱ソース
cold steamed chicken

きゅうりの甘酢漬け
sweet vinegar of cucumber

くらげの和え物
cold jelly fish

【スープ】　soup

蟹肉入りフカヒレスープ
shark’s fin soup with crab meat

蟹卵入りフカヒレスープ
shark’s fin soup with crab roe

辛味と酸味の海鮮スープ
hot and sour soup with seafoods 

蟹肉入りコーンスープ
corn soup with crab meat

【海鮮・豆腐】　seafood and bean curd 

海老とカシューナッツの炒め
sautéed shrimp and cashew nuts

四川風麻婆豆腐
braised minced pork and bean curd, chili sauce

イカと春雨の煮込み
braised squid and bean-starch vermicelli

海老のマヨネーズソース
deep-fried shrimp, mayonnaise sauce

海老のチリソース
sautéed shrimp, chili sauce

【牛・豚・鴨】　beef, pork and duck

sweet and sour pork
黒酢酢豚

牛肉とピーマンの細切り炒め
sautéed shredded beef and green pepper

北京ダック　
roasted Beijing duck skin

豚肉ともやしの唐辛子炒め
sautéed pork, sprout and red pepper

sautéed beef, black pepper sauce
牛肉の黒胡椒炒め

parboiled Kobe pork, garlic and soy sauce
神戸ポークの湯引き 大蒜醤油 【お子様メニュー】　kids menu

辛くない海老のチリソース
sautéed shrimp, sweet chili sauce

刻み野菜入りケチャップ炒飯
fried rice with catsup

ヒヨコ饅頭（カスタードまん）
steamed custard bun 

パンダ饅頭（あんまん）
steamed bean jam bun  
ハリネズミ饅頭（カスタードまん）
deep-fried custard bun

お子様マーボー豆腐
braised bean curd and minced pork, sweet chili sauce

フライドポテト
deep-fried potato

エビフライ
deep-fried shrimp

【デザート】　dessert

杏仁豆腐
almond jelly

マンゴープリン
mango pudding 

タピオカ入りココナッツミルク
coconut milk with tapioca

アイスクリーム
ice cream

胡麻団子
deep-fried sesame ball

シャーベット
sherbet

さつまいもの飴だき
deep-fried sweet potato coated with candy

エッグタルト
egg tart

【麺・飯】　noodle and rice

steamed rice
白御飯

おこげの五目餡かけ
deep-fried rice with chop-suey, thick sauce

soup noodles
あっさり汁そば

中華粥
rice porridge

叉焼入り炒飯
fried rice with barbecued pork

豚挽肉入りレタス包み
sautéed minced pork wrapped in lettuce

- Limited Menu 9.1~11.30 -9月1日～11月末 期間限定



＊should you be allergic to any food ingredients,please ask the outlet manager for assistance.

水仙～広東名菜コース～
Suisen ～Cantonese cuisine course～

季節食材を使用した本格広東料理のコースです。

＊当レストランで使用しているお米は兵庫県産神戸育ち兵庫ヒノヒカリ神戸市西区です。

＊Kobe nishi-ku-produced rice we use.

＊料金は税金・サービス料込みです。　

＊アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフまでお申し付けください。

＊prices include sales tax and service charge.

\7,240

酸辣炒大蝦

錦綉彩拼盆 季節の味覚彩り前菜盛り合わせ
assorted seasonal appetizers

蟹肉冬瓜翅 ズワイ蟹と冬瓜のフカヒレスープ
shark's fin soup with crab meat and winter melon

掛爐片皮鴨 北京ダック 海老すり身のオブラート包み揚げ
roasted Beijing duck skin with fresh vegetables / 
deep-fried minced shrimp wrapped in oblate

大海老と彩り野菜の酸味と辛味炒め
sautéed prawn and seasonal vegetables, hot and sour sauce

双輝美点心 蒸籠に彩る美飾点心 2 種
steamed two kinds of dumplings

白鳝花椒炒飯 鰻と山椒の実入り炒飯
fried rice with eel and Japanese pepper

鮮茄雲呑湯 トマトとワンタンのスープ
wonton soup with tomato

錦綉美味甜 オリジナルデザートプレート
original desserts

中国茶 中国茶
Chinese tea

＊プラス￥3,000 でフカヒレの姿煮込みに変更できます。〈税 ・サービス料込〉

　　with extra charge 3,000yen per person for braised selected whole shark's fin.　



＊should you be allergic to any food ingredients,please ask the outlet manager for assistance.

牡丹～特選旬菜コース～
Botan ～Premium course with seasonal vegetables～

季節食材に加え、フカヒレや北京ダックなど中国料理特有の食材も満喫できる

本格広東料理のフルコース

＊当レストランで使用しているお米は兵庫県産神戸育ち兵庫ヒノヒカリ神戸市西区です。

＊Kobe nishi-ku-produced rice we use.

＊料金は税金・サービス料込みです。

＊アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフまでお申し付けください。

＊prices include sales tax and service charge.

\9,680

鮭魚仔扒双鮮 帆立貝柱と秋鮭の軽い衣揚げ イクラと卵白のソース
deep-fried scallop and salmon, roe and white egg, thick sauce

紅焼牛腩 牛バラ肉の柔らか煮込み 季節野菜と共に 黒酢の香り
braised beef with seasonal vegetables, black vinegar sauce

季節の味覚彩り前菜盛り合わせ
assorted seasonal appetizers

錦綉彩拼盆

北京ダック 新鮮野菜と共にクレープに包んで
roasted Beijing duck skin with fresh vegetables

掛爐片皮鴨

オリジナルデザートプレート 
original desserts

錦綉美味甜

特製海鮮炒飯
fried rice with seafood

海鮮炒飯

小菜 食前のお愉しみ一品
amuse

ズワイ蟹と蟹卵入りフカヒレスープ
shark's fin soup with crab meat and roe

蟹黄魚翅

＊プラス￥3,000 でフカヒレの姿煮込みに変更できます。〈税 ・サービス料込〉

　　with extra charge 3,000yen per person for braised selected whole shark's fin.　

小龍湯包 小龍包と中国野菜のスチームスープ
steamed pork soup dumpling and Chinese vegetables in the soup

香り高い中国茶
Chinese tea

中国茶



\14,300

小菜 食前のお愉しみ一品
amuse

錦綉彩拼盆 季節の味覚彩り前菜盛り合わせ
assorted seasonal appetizers

紅焼排翅 フカヒレの姿煮込み 茸の揚げ物添え
braised whole shark's fin with deep-fried mushroom

掛爐片皮鴨 北京ダック 新鮮野菜と共にクレープに包んで
roasted Beijing duck skin with fresh vegetables

XO 炒双鮮 大海老、帆立貝柱、彩り野菜のXO醤炒め
sautéed prawn, scallop and vegetables, XO sauce

香煎紅酒牛 牛ロースと牛タンの煎り焼き 黒酢ワインソース
grilled beef loin and tongue, black vinegar and wine sauce

茉莉花～料理長スペシャルディ ナーコース～
Jasmine ～Head chef 's special dinner course～

季節の味覚や旬の食材を料理長がアレンジした逸品を楽しむフルコースディナー

＊当レストランで使用しているお米は兵庫県産神戸育ち兵庫ヒノヒカリ神戸市西区です。　＊写真はイメージです。

＊Kobe nishi-ku-produced rice we use.　＊photos of our dishes are used for illustrated purposes only.
＊should you be allergic to any food ingredients,please ask the outlet manager for assistance.

＊料金は税金・サービス料込みです。　＊アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフまでお申し付けください。

＊prices include sales tax and service charge.

錦綉美味甜 オリジナルデザートプレート 
original desserts

工芸茶 香り高い工芸茶 
Chinese tea

三文魚炒飯 鮭と茸の特製炒飯 イクラ添え
fried rice with salmon, mushroom and salmon roe

松菌湯包 松茸と小龍包入りスチームスープ
steamed pork soup dumpling and matsutake mushroom in the soup




