
憩
… Course IKOI…

7,600円（税込）
鉄板焼・お好み焼をリーズナブルに楽しんでいただけるコース

本日のサラダ

季節の焼野菜

季節の魚料理

国産黒毛和牛サーロインステーキ

＋1,100 円（税込）で国産黒毛和牛フィレステーキに変更可能です

Today’s salad

Grilled seasonable vegetables

Seasonable fish

Japanese beef sirloin steak 

お好み焼（ハーフサイズ）

デザート

Okonomiyaki  - Half size -

Dessert

Add 1,100 yen ( Tax included ) for your choose Japanese fillet steak.

写真はイメージです
Only image.

17 時以降は、ご飲食代金の10％のサービス料を頂いております。
All prices are VAT inclusive and subject to 10% service charge After 5 p.m.



華
… Course HANA …

9,800円（税込）
華 千房のエッセンスが詰まったオススメのコース

本日のカルパッチョ 華 style

季節の焼野菜

季節の魚料理

季節の創作オマール海老鉄板焼

＋1,100 円（税込）で国産黒毛和牛フィレステーキに変更可能です
Add 1,100 yen ( Tax included ) for your choose Japanese fillet steak.

お好み焼（ハーフサイズ）

デザート

Okonomiyaki  - Half size -

Dessert

Today's Carpaccio - HANA Style

Grilled seasonable vegetables

Seasonable fish

Original Grilled Lobster

写真はイメージです
Only image.

Japanese beef sirloin steak 
国産黒毛和牛サーロインステーキ

17時以降は、ご飲食代金の10％のサービス料を頂いております。
All prices are VAT inclusive and subject to 10% service charge After 5 p.m.



宴
… Course UTAGE …

13,000円（税込）
今宵の宴は華 千房で…鮑・フォアグラ・ステーキと贅沢なコース

本日のカルパッチョ 華 style

活 あわび鉄板焼（100ｇ）

季節の創作オマール海老鉄板焼

フォアグラのソテー

国産黒毛和牛サーロインステーキ

＋1,100 円（税込）で国産黒毛和牛フィレステーキに変更可能です
Add 1,100 yen ( Tax included ) for your choose Japanese fillet steak.

お好み焼（ハーフサイズ）

デザート

Okonomiyaki  - Half size -

Dessert

Today's Carpaccio - HANA Style

Fresh abalone

Original Grilled Lobster

Foie gras saute

Japanese beef sirloin steak

写真はイメージです
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17 時以降は、ご飲食代金の10％のサービス料を頂いております。
All prices are VAT inclusive and subject to 10% service charge After 5 p.m.



2,700円（税込）

2,400円（税込）阿波尾鶏鉄板焼
Japanese Chicken Teppanyaki style

フォアグラのソテー
Foie gras saute

8,400円（税込）120ｇ……

11,200円（税込）160ｇ……

14,000円（税込）200ｇ……

11,400円（税込）120ｇ……

15,200円（税込）160ｇ……

19,000円（税込）200ｇ……

国産黒毛和牛サーロイン( A4ランク )
Japanese sirloin steak A4 rank

国産黒毛和牛フィレ( A4ランク )
Japanese fillet steak A4 rank 

肉 料 理
… STEAK …

17 時以降は、ご飲食代金の10％のサービス料を頂いております。
All prices are VAT inclusive and subject to 10% service charge After 5 p.m.

数量限定
13,200円（税込）120ｇ……

16,600円（税込）160ｇ……

20,000円（税込）200ｇ……

国産黒毛和牛シャトーブリアン
Japanese Chateaubriand steak Limited



要予約

1,400円（税込）

1,400円（税込）

1,800円（税込）

4,400円（税込）

13,000円（税込）

18,000円（税込）

帆立貝柱鉄板焼
Scallops

アオリイカ鉄板焼
Squid

水たこ鉄板焼
Giant Octopus

活 あわび (約100g )
Live abalone ( 100g )

活 黒あわび
Live black abalone

活 伊勢海老
Live Robster

魚 料 理
… SEAFOOD …

写真はイメージです
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Only reserve

要予約
Only reserve

17 時以降は、ご飲食代金の10％のサービス料を頂いております。
All prices are VAT inclusive and subject to 10% service charge After 5 p.m.



1,300円（税込）

1,650円（税込）

Capreze

Today's Carpaccio - HANA Style with White salt of Truffe

前 菜

サ ラ ダ

… APPETIZER …

… SALAD …

フルーツトマトとモッツアレラチーズのカプレーゼ

本日のカルパッチョ　華 style　白トリュフ塩で

17時以降は、ご飲食代金の10％のサービス料を頂いております。
All prices are VAT inclusive and subject to 10% service charge After 5 p.m.

1,200円（税込）

1,000円（税込）

1,000円（税込）

1,100円（税込）

1,100円（税込）

Caesar Salad and baked romaine lettuce half-boiled egg

Salad with mesclun greens and prosciutto ham and mozzarella cheese

Salad with Bacon and spinach

Salad with original egged

Salad with prosciutto ham and avocado

焼ロメインレタスのシーザーサラダ 半熟たまごを絡めて

ベビーリーフと生ハム・モッツアレラチーズのサラダ

ベーコンとほうれん草のサラダ

玉子サラダ

生ハムとアボガドのイタリアンサラダ



950円（税込）

880円（税込）

990円（税込）

1,380円（税込）

990円（税込）

1,680円（税込）

一 品
… A LA CARTE …

大阪名物 黒豚のとんぺい焼

ぷちぷちこんにゃくステーキ

きのこのガーリックバター焼

焼野菜 盛り合わせ

盛り合わせ内容は従業員へお尋ねください

グリーンアスパラガスとほうれん草のチーズ焼

特製鉄板海老マヨ

季節の創作オマール海老鉄板焼

Omelet of pork

Konjac steak

Mushroom with garlic butter

Assorted baked vegetable

Baked for green asparagus and spinach with cheese

Prawn with mayonnaise

750円（税込）コーンバター
Corn butter

750円（税込）パリパリ鉄板餃子
Crispy gyoza

Original Grilled Lobster
3,300円（税込）1,760円（税込）

ハーフサイズ

写真はイメージです
Only image.

17 時以降は、ご飲食代金の10％のサービス料を頂いております。
All prices are VAT inclusive and subject to 10% service charge After 5 p.m.



1,800円（税込）

1,800円（税込）

1,800円（税込）

1,500円（税込）

2,500円（税込）

1,800円（税込）

1,800円（税込）

CHIBO Okonomiyaki

Japanese Kurobutatama Okonomiyaki 

Seafood Okonomiyaki

Kyoto’s Negiyaki  ( a long green onion )

HIROSHIMA style Okonomiyaki

Modon Okonomiyaki

Mix Yamaimo Okonomiyaki

お 好 み 焼
… OKONOMIYAKI …

- High Quality pork,Squid,Scallops,Prawn -

- High Quality pork -

千房焼（ 黒豚、イカ、貝柱、有頭海老 )

- High Quality pork,Squid,Shrimp,Noodle -

広島風 お好み焼（ 黒豚、イカ、小海老、そば麺 )

- High Quality pork,Squid,Shrimp,Green perilla -

ミックス山芋焼（ 黒豚、イカ、小海老、大葉 )

1,800円（税込）
Yamaimo Okonomiyaki
- High Quality pork,Rice cake,Cheese,Green perilla -

もっちり山芋焼（ 黒豚、もち、チーズ、大葉 )

（黒豚、ベーコン、アボガド、トマト、もち、チーズ、大葉 )
2,200円（税込）

Original Okonomiyaki
- High Quality pork,Bacon,Avocado,Tomato,Rice cake,Cheese,Green perilla -

恵比寿ふわとろ焼

- Squid,Scallops,Octopus,Shrimp -

海鮮焼（ イカ、貝柱、タコ、小海老 )

- High Quality pork,Squid,Shrimp,Noodle -

もだん焼（ 黒豚、イカ、小海老、そば麺 )

- High Quality pork,Cow muscles and Konjac,Squid -

京都産

九条葱のねぎ焼（ 黒豚、すじコンニャク、イカ )

黒豚玉
国産 黒豚使用

（ 黒豚 )

17 時以降は、ご飲食代金の10％のサービス料を頂いております。
All prices are VAT inclusive and subject to 10% service charge After 5 p.m.



当店は国産米を使用しております
Cooked by Japanese rice.

写真はイメージです
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ガーリックライス 1,200円（税込）
Garlic rice

神戸名物 そばめし 1,400円（税込）
Sobameshi  ( quick fried rice and noodle )

ご は ん・〆

焼 そ ば
… YAKISOBA …

… RICE …

国産 黒豚使用

1,500円（税込）

2,500円（税込）

1,800円（税込）

1,800円（税込）

CHIBO Yakisoba 

Japanese Kurobuta Yakisoba 

Seafood Yakisoba 

Yakisoba  with a long green onion with pork salt taste

- High Quality pork ,Squid,Scallops,Prawn -

千房焼そば（ 黒豚、イカ、貝柱、有頭海老 )

- Squid,Scallops,Octopus,Shrimp -

海鮮焼そば（ イカ、貝柱、タコ、小海老 )

- High Quality pork,Dry shrimp -

九条葱と黒豚の塩焼そば（ 黒豚、素干し小海老 )

- High Quality pork -

黒豚焼そば（ 黒豚 )

17 時以降は、ご飲食代金の10％のサービス料を頂いております。
All prices are VAT inclusive and subject to 10% service charge After 5 p.m.



シャーベットの 2種盛り合わせ 660円（税込）
Sherbet

アイスクリームの 2種盛り合わせ 660円（税込）
Icecream 

わらび餅とアイスクリーム 880円（税込）
Bracken rice cake and vanilla icecream

焼マシュマロとフォンダンショコラ 950円（税込）
Baked marshmallow with fondant chocolat

デ ザ ー ト
… DESSERT …

写真はイメージです
Only image.
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750円（税込）

880円（税込）

850円（税込）

830円（税込）

990円（税込）

880円（税込）

990円（税込）

850円（税込）

900円（税込）

900円（税込）

800円（税込）

780円（税込）

730円（税込）

780円（税込）

780円（税込）

780円（税込）
750円（税込）

750円（税込）

ドリンク
… DRINK …

黒和ら麦

吉四六

一刻者

富乃宝山

佐藤

焼酎

ソフト

ドリンク

和三盆梅酒

黒糖梅酒

梅酒

松竹梅 豪快生酒

八海山 特別本醸造

日本酒

エビス樽生

ヱビス中瓶

サッポロ黒ラベル

ヱビス黒小瓶

プレミアムアルコールフリー

サワー　(レモン・ライム)

ウーロン茶割

玉露入りお茶割

酎ハイ

KUROWARAMUGI

KITTYOMU

IKKOMON

TOMINOHOUZAN

SATOU

500円（税込）

500円（税込）

500円（税込）

500円（税込）

烏龍茶

コーラ

ジンジャーエール

玉露入りお茶

Oolong tea

Coke

Ginger ale

Japanese tea

500円（税込）

500円（税込）

850円（税込）

620円（税込）

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

山崎の水　(発泡 )

千房特製ソーダ (紅茶ソーダ )

Orange juice

Grapefruit Juice

Mineral Water

Tea soda

1,000円（税込）

1,350円（税込）

デュワーズ

シーバスリーガル12年

山崎 12 年

ウイスキー

Dewar’s

CHIVAS REGAL 12years

YAMAZAKI 12years

WASANBON

KOKUTO

GOUKAI

HAKKAISAN

Glass of draft Beer “YEBISU”

Bottle Beer “YEBISU”

Bottle Beer “SAPPORO Black Label”

Bottle Beer “YEBISU THE BLACK”

PREMIUM ALCOHOL FREE
Non - Alcohol Beer

- Lemon,Lime -

- Oolong tea -

- Japanese tea -

Japanese Sho-chu

Japanese Sho-chu

Japanese Sho-chu

ビール

Beer

各850円（税込）

850円（税込）

850円（税込）

850円（税込）

カクテル

シャンディーガフ

ファジーネーブル

キティ

Cocktail

Shandygaff

Fuzzy navel

Kitty

カクテル

Cocktail

Chu-Hi

Sho-Chu

Sake

Japanese
Plum liqueur

Whiskey

Non-alcohol
Drink

17 時以降は、ご飲食代金の10％のサービス料を頂いております。
All prices are VAT inclusive and subject to 10% service charge After 5 p.m.



ワイン
… WINE …

グラス
ワイン

900円（税込）グラスワイン - 赤・白 -
Glass of Wine 　- Red,White -

Glass of  Wine

白ワイン
White Wine

13,000円（税込）モエ・エ・シャンドン・ブリュットシャンパン

世界でもっとも愛されているシャンパン。前菜からメイン・デザートまであらゆる
料理とよく合います。

15,000円（税込）モエ・エ・シャンドン・ブリュット・ロゼ

グラマラスで誘惑的なシャンパン。フルーティーで野イチゴのような香りが強く、
新鮮な果実味がはっきりでていて、喉ごしは柔らかです。

Moet et Chandon Brut ( FRANCE )

Moet et Chandon Brut Rose ( FRANCE )

7,700円（税込）ハーフ

6,600円（税込）ハーフ

4,000円（税込）クウォーター

3,500円（税込）クウォーター

Champagne フランス / シャンパーニュ

フランス / シャンパーニュ

17 時以降は、ご飲食代金の10％のサービス料を頂いております。
All prices are VAT inclusive and subject to 10% service charge After 5 p.m.

“PETIT BOURGEOIS” Sauvignon blanc (FRANCE)

Blanco Reserva Limonsin(SPAIN)

Carretta Monserito Gavi del Comune di Gavi DOCG (ITARY)

Chablis (FRANCE)

Stags’ Leap Napa Valley Chardonnay (USA)

M.Chapoutier Condrieu Invitare (FRANCE)

プティ・ブルジョワ  ソーヴィニヨン・ブラン

ブランコ・レセルバ・リムザン

カレッタ モンセリート ガヴィ デル コムーネ ディ ガヴィ DOCG

シャブリ

ナパ・ヴァレー・シャルドネ

シャプティエ・コンドリュー・インヴィターレ

フランス / ロワール / アンリ・ブルジョワ

スペイン / ルエダ /DO ルエダ

イタリア / ピエモンテ /DOCG ガヴィ

フランス / ブルゴーニュ /AOC シャブリ / ラブレ・ロワ

アメリカ / カルフォルニア /AVA ナパ・ヴァレー

フランス / ローヌ /A.O.C コンドリュー

レモン・梨・フルーツのタルト、甘い花の香り。心地よいスモーキーな香りとアーモンドの皮のニュアンス。
全体的にみずみずしく爽やかで、はっきりとしたミネラルの風味があります。

自社畑で栽培されたぶどうのみを使用、ステンレスタンクで � ヶ月熟成、瓶熟成 � ヶ月を経て、芳香で
爽やかな酸味を持った親しみやすいワインに仕上げました。

樽を使わず、シャブリ独特な味わいをピュアに感じられる一本。レモンやほんのり青りんごのような
果実の風味と、貝殻のようなミネラル感とフレッシュな酸を感じられます。

リンゴやバナナやパイナップル、パッションフルーツなどのフルーティーなアロマ。加えて
フェンネルや藁のニュアンスが感じられ、生き生きとした口当たり。

ブドウの花や、ソーヴィニヨン・ブランの果実そのものの香りが豊かに感じられます。フレッシュさと
良い熟度で収穫したぶどうの活き活きとした個性が感じられます。

ラテン語で「Invitare」は「招待する」という意味。コンドリューの「Invitare」は、楽しいワイン体験への
招待状を意味しています。白桃、フルーツキャンディ、そして素晴らしい酸味が感じられます。

5,500円（税込）

6,500円（税込）

7,800円（税込）

8,500円（税込）

9,800円（税込）

14,000円（税込）



赤ワイン
Red Wine

Lambrusco Rosso (ITARY)

Central Coast Cabernet Sauvignon (USA)

Carretta Podio Podium Serrae Langhe DOC Nebbiolo (ITARY)

Zinfandel (USA)

Terre de’ Priori Chianti Riserva (ITALY)

Collection Privee Margaux (FRANCE)

Josh Jensen Selection Pinot Noir (USA)

Masters Mentor Cabernet Sauvignon (AUSTRALIA)

Beringer Napa Valley Merlot (USA)

Chateauneuf du Pape Rouge La Bernardine (FRANCE)

ランブルスコ　ロッソ

セントラル・コースト・カベルネ・ソーヴィニヨン

カレッタ ポーディオ ランゲ DOC ネッビオーロ 

ジンファンデル

プリオリ・キャンティ・リゼルヴァ

コレクション・プリベ・マルゴー

セントラル・コースト・ジョシュ・ジェンセン セレクション ピノ・ノワール

マスターズ　メンター  カベルネ・ソーヴィニヨン

ベリンジャー・ナパヴァレー・メルロー

シャトーヌフ・デュ・パプ  ルージュ  ラ  ベルナルディン

イタリア / エミーリア・ロマーニャ /IGP

アメリカ / カリフォルニア セントラルコースト / レイヴット・ヴィンヤーズ

イタリア / ピエモンテ /DOC ランゲ

アメリカ / カリフォルニア パソ ロブレス / カストロ・セラーズ

イタリア / トスカーナ / テッレ・デ・プリオリ

フランス / ボルドー /AOC マルゴー / コーディア

アメリカ / カリフォルニア セントラルコースト / カレラ

オーストラリア / バロッサ / バロッサバレー

アメリカ / カリフォルニア /AVA ナパ・ヴァレー

フランス / ローヌ /A.O.C シャトーヌフ・デュ・パプ

イタリアをはじめヨーロッパやアメリカで人気のある気軽でおしゃれな飲み物であり、ＴＰＯを選ばず
気軽に楽しめるのが特徴です。微かな甘口タイプでやわらかなタンニンと程よい甘味で飲みやすいワインです。

軽やかでスマートなスタイルながら芯はしっかりとしており、活き活きした酸が豊かでザクロの風味が
濃縮された旨味とともに広がります。アクセントとなる苦味が味わいのバランスを整え全体を調和させます。

ベリーにプルーン、カシスなどの香りにペッパーのような風味が特徴。まろやかさのなかに
すっきりした酸味を感じられます。毎年のように、ワイン評論家から高い評価を受けている � 本です。

フルボディでバニラや黒コショウの風味が感じられ、タンニンはきめ細かです。
全体的に調和がとれており旨味とバランスの良い酸味、長い余韻があります。

ボルドーで最も繊細さのあるワインを産出するといわれるマルゴー村。香りの高さ、まろやかで
固さのないタンニンが特長の優しい口当たりのワインです。

外観は輝きのあるルビーレッド。グラスに注ぐとラズベリーやチェリーなどの赤系果実のアロマに、
ほんのりと香るジビエの野生的な香りが複雑に絡み合います。非常にバランスのとれたワインです。

自社畑で栽培されたぶどうのみを使用。良質なぶどうの完熟した旨味、樽熟成による伝統に裏打ちされた
深みのある味わい。

カルフォルニアの豊かな太陽と大地のパワーを彷彿させる素晴らしいワイン。上質感あふれる香りと
凝縮された果実感に多くのファンを持つ人気のワインです。

濃い深紅色。複雑で繊細なブラックカラントとプラム、焙煎したコーヒーが感じられます。口に含むと
フルーティなアロマで、スパイシーさやミネラル感も感じられます。

熟したカシスやスミレの香りにダークチョコレートのニュアンス。バロッサ・カベルネの要素があり
濃厚で、余韻が長く、特出した傑作。

5,500円（税込）

5,500円（税込）

6,200円（税込）

6,600円（税込）

7,800円（税込）

8,900円（税込）

9,800円（税込）

14,000円（税込）

16,000円（税込）

18,000円（税込）


