瑞祥

ZUISYOU

期間：2022 年 9 月 1 日（木）～11 月 30 日（水）
September 1 – November 30, 2022

前菜盛り合わせ
毎人拼盤

Assorted Appetizers

山海珍味の醤油煮込み
紅焼四宝

Braised Chinese Delicacies with Soy Sauce

帆立貝柱のチリソース
ソフトシェルシュリンプのスパイス揚げ
鴛鴦海鮮

Sauteed Scallops with Chili Sauce
Spicy Deep Froed Soft Shell Shrimp

北京ダック、蟹爪風海老のすり身揚げ
北京烤鴨、蟹拑 Beijing Duck, Deep Fried Surimi Shrimp like Crab Claw

皮付き豚バラ肉の角煮
東坡肉

Sweet and Tender Simmered Pork Skin-on Pork

鮭としらす、花芽わさびの炒飯
山葵鮭炒飯

Fried Rice with Salmon, Whitebait and Flower Bud Wasabi

柿ピュレ入り杏仁豆腐、黒胡麻プリン
今天甜集

1 名様
Per Person

Chilled Almond Jelly with Persimmon Puree, Black Sesame Pudding

¥10,000（12,100）

2 名様よりご利用いただけます。
Two persons minimum.

＊（ ）内 はサービス料 10％と消 費 税 が含 まれたお支 払 い金 額 です。
Prices in ( ) include 10% service charge and consumption tax.
＊米の産地情報についてはスタッフまでお尋ねください。
If you wish to know where the rice was produced, please ask the staff.
＊アレルギー食材や食事制限がございますお客様はご注文の際にスタッフへお申しつけください。
Please ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.
＊メニューは仕入れ状況により変更になる場合がございます。
All menu items may change due to daily purchasing.

翡翠

HISUI

期間：2022 年 9 月 1 日（木）～11 月 30 日（水）
September 1 – November 30, 2022

前菜盛り合わせ
毎人拼盤

Assorted Appetizers

あわびのオイスターソース煮込み
蠔油鮑魚

Braised Abalone with Oyster Sauce

海の幸の包み焼き
紙包海鮮

Baked Seafood Parcels

北京ダック、カニクリーム春巻き
北京烤鴨、蟹肉奶油春捲 Beijing Duck, Crab Cream Spring Roll

国産牛のサーロインステーキ 黒胡椒ソース
黒椒汁煎国産牛

Japanese Beef Sirloin Steak with Black Pepper Sauce

椎茸と青菜入りそば
冬菇青菜湯麺

Noodle Soup with Mushroom and Green Vegetable

栗の杏仁豆腐、仙草ゼリー
今天甜集

1 名様
Per Person

Chilled Almond Jelly with Chestnut Paste,Chinese Mesona Jelly

¥13,000（15,730）

2 名様よりご利用いただけます。
Two persons minimum.

＊（ ）内 はサービス料 10％と消 費 税 が含 まれたお支 払 い金 額 です。
Prices in ( ) include 10% service charge and consumption tax.
＊アレルギー食材や食事制限がございますお客様はご注文の際にスタッフへお申しつけください。
Please ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.
＊メニューは仕入れ状況により変更になる場合がございます。
All menu items may change due to daily purchasing.

金華

KINKA

期間：2022 年 9 月 1 日（木）～11 月 30 日（水）
September 1 – November 30, 2022

前菜盛り合わせ
毎人拼盤

Assorted Appetizers

活あわびのオイスターソース煮込み
蠔油鮑魚

Braised Abalone with Oyster Sauce

オマール海老二種 チリソースとスパイス揚げ
鴛鴦坡士蝦 Spicy Fried Lobster, Sauteed Lobster with Chili Sauce

北京ダック
北京烤鴨

Beijing Duck

和牛の炒め ポルチーニ茸ソース
香菌和牛片 Satueed Wagyu Beef with Porcini Sauce

海の幸入りそば
海鮮湯麺

Noodle Soup with Seafood

栗の杏仁豆腐、仙草ゼリー、カボチャのブリュレ
今天甜集

1 名様
Per Person

Chilled Almond Jelly with Chestnut Paste,Chinese Mesona Jelly,
Pumpkin Brulee

¥16,000（19,360）

2 名様よりご利用いただけます。
Two persons minimum.

＊（ ）内 はサービス料 10％と消 費 税 が含 まれたお支 払 い金 額 です。
Prices in ( ) include 10% service charge and consumption tax.
＊アレルギー食材や食事制限がございますお客様はご注文の際にスタッフへお申しつけください。
Please ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.
＊メニューは仕入れ状況により変更になる場合がございます。
All menu items may change due to daily purchasing.

お子 様 セット

Kid’s Meal

コーンスープ
Corn S oup

小 海 老 のマヨネーズソース
Sauteed Shrimps wi th Ma yonnaise S auce

鶏 肉 の唐 揚 げ
Deep Fried C hick en

シュウマイ、春 巻
Pork Siu -mai, Fried S pring R oll

五目炒飯
Fried R ice wi th Chop-Suey

デザート盛 り合 わせ
Assorted Dessert

1 名様
Per Person

¥ 4,000 (4,840)

＊（ ）内 はサービス料 10％と消 費 税 が含 まれたお支 払 い金 額 です。
Price in ( ) includes 10% service charge and consumption tax.
＊米の産地情報についてはスタッフまでお尋ねください。
If you wish to know where the rice was produced, please ask our staff.
＊アレルギー食材や食事制限がございますお客様はご注文の際にスタッフへお申しつけください。
Please ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.
＊メニューは仕入れ状況により変更になる場合がございます。
All menu items may change due to daily purchasing.

