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COLD APPETIZERS / 前菜 

鵝肝鶏捲
フォアグラの鶏肉ガランティーヌ 黒酢ソースとチリソースで ¥4,500/person
Chicken and foie gras galantine, black vinegar sauce, red chili sauce

三拼美味　冷菜盛り合わせ ‒ 蒸し鶏、チャーシュー、クラゲ 3,500
Appetizer sampler - steamed chicken, barbecued pork, chilled jelly fish 

王朝彩盆　季節の彩り冷菜  2,800/person
Seasonal Chinese starter  

口水鶏　四川よだれ鶏  3,200
Szechuan style steamed chicken, special spicy sauce, peanuts 

棒棒鶏　細切り鶏肉の香り豊かなスパイシーセサミソース 3,000
Shredded chicken, spicy sesame sauce

王朝魚滑　「王朝風」鮪のカルパッチョ 2,800/person
Tuna Carpaccio “DYNASTY” style

涼拌海蜇　特級クラゲの冷菜  3,800
Golden jelly fish salad

雲白片肉　薄切り豚肉のスパイシーガーリックソース 3,200
Poached sliced pork, spicy garlic sauce

姜汁長臂蝦　手長海老のジンジャーソース キャビア添え 3,600/person
Langoustine, caviar, ginger sauce
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メニューは別途表記以外は全て 2 ‒ 3 名様分となります。 All portions are for 2－3 persons unless indicated.
表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.
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メニューは別途表記以外は全て 2 ‒ 3 名様分となります。 All portions are for 2－3 persons unless indicated.
表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.



FROM THE DUCK OVEN / 北京ダック

北京烤鴨　薪で焼き上げた北京ダック Half  ¥7,500　Whole ¥13,000

ダックオーブンで香ばしく焼きあがる北京ダックは、パリパリの食感と
桜の薪の香りが特徴です。３種類のスタイルでお楽しみいただけます。
Beijing duck is roasted in the duck oven using Sakura wood. 
Please enjoy the crispy skin and juicy meat with 3 kinds of di�erent styles.

北京烤鴨　北京ダックのクレープ包み　Traditional Beijing duck crepes 
菜包鴨鬆　北京ダックのレタス包み　Lettuce wrapped sautéed duck 
豆腐鴨湯　豆腐入り北京ダックの濃厚スープ　Beijing duck broth with tofu 
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表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.
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SEAFOOD / 海鮮 

沙拉剪蝦　ドラゴンフルーツ入り ブルーオマールのマンゴーマヨネーズ ¥16,500
Quick fried blue lobster, mango mayonnaise sauce, dragon fruit

姜葱龍蝦、豆豉龍蝦、干焼龍蝦　伊勢海老 （お好みの料理スタイルをお選びください）  12,500
Ise lobster with your choice of cooking style
　葱、生姜炒め Sautéed with scallion and ginger 
　黒豆ソース煮 Braised in black bean sauce 
　チリソース煮 Quick-fried with red chili sauce 

沙拉明蝦、時蔬明蝦、干焼明蝦　車海老（お好みの料理スタイルをお選びください）  4,500
Kuruma prawn with your choice of cooking style
　マンゴーマヨネーズ炒め　Sautéed with mango mayonnaise 
　彩り野菜炒め Sautéed with vegetables 
　チリソース炒め Quick-fried with red chili sauce 

金沙長臂蝦　手長海老の揚げもの、ガーリックスパイシーソルト 4,500
Fried langoustine, garlic, spicy salt

CRAB / 蟹

咸蛋脆蟹　ソフトシェルクラブの濃厚塩玉子ソース炒め 3,500
Sautéed soft shell crab, rich salted egg sauce 

油淋脆蟹　ソフトシェルクラブの揚げ物、香味醤油ソース 2,800
Fried soft shell crab, flavored soy sauce

炸烹脆蟹　ソフトシェルクラブの北京風甘辛炒め 2,800
Beijing style sautéed soft shell crab, sweet and spicy sauce

紅烹青蟹　渡り蟹強火甘辛炒め 4,000
Wok-fired blue crab, sweet and spicy sauce

乾焼青蟹　渡り蟹のチリソース煮  4,000
Quick-fried blue crab, red chili sauce

蟹肉炒蛋　タラバ蟹肉入り玉子炒め 2,600
King crab omelet 

時蔬三鮮　タラバ蟹、ホタテ貝、アオリイカの強火塩炒め 6,300
Sautéed king crab, scallop, reef squid 
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メニューは別途表記以外は全て 2 ‒ 3 名様分となります。 All portions are for 2－3 persons unless indicated.
表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.
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メニューは別途表記以外は全て 2 ‒ 3 名様分となります。 All portions are for 2－3 persons unless indicated.

SHELLFISH / 貝  

黒松露鮑魚　鮑の姿煮、トリュフソース ¥9,800
Braised abalone, truffle sauce

時蔬貝魷　ホタテ貝、アオリイカの強火塩炒め 3,800
Wok-fried scallop and reef squid

XO扇貝　ホタテ貝のXOソース炒め 3,800
Sautéed scallop, XO chili sauce 

金茸花貝　花切りホタテ貝の特製ガーリック香味醤油ソース 1,800/piece
Steamed sea scallop, premium garlic soy sauce

白灼貝皇　ミル貝の湯引き、海老の玉子入り特製ソース 4,500
Parboiled giant clam, prawn roe sauce

蠔煌扒干鮑　7日間かけて煮込んだ干し鮑の姿煮  12,500/piece
7 days braised dried whole abalone

蠔油鮑魚　鮑のオイスターソース煮 7,500
Braised abalone, oyster sauce

鮑魚海参　鮑となまこの醤油煮込み 5,000
Braised abalone, sea cucumber, soy sauce

FISH / 鮮魚
 

清蒸紅斑魚　市場から届く赤ハタの強火紹興酒蒸し 10,000
Chinese wine steamed pink grouper from the market

清蒸魚排　市場から届く鮮魚の強火蒸し（1切） 2,200/piece
Steamed market fish

XO舌鰨魚　舌平目のXOソース炒め 3,000
Sautéed sole, XO chili sauce

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.
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BEEF / 牛肉

松露椒塩西冷
北海道産和牛サーロイン（250ｇ）のソテー、トリュフスパイシーソルト ¥12,500
Sautéed Hokkaido Wagyu beef sirloin (250g), truffle spicy salt

黒椒西冷牛
北海道産和牛サーロイン（250ｇ）のソテー、ブラックペッパーソース 12,500
Sautéed Hokkaido Wagyu beef sirloin (250g), black pepper sauce

蒜辣腓　丁　国産牛フィレ肉の潮州風スパイスソース炒め 6,300
Chaozhou style sautéed Japanese beef fillet, spicy sauce

黒椒腓　丁　国産牛フィレ肉のブラックペッパー炒め 6,300
Sautéed Japanese beef fillet, black pepper

菜包XO腓　　国産牛フィレ肉のXO醤炒め レタス包み 4,000
Lettuce wrapped sautéed Japanese beef fillet, XO chili sauce

黒椒熟成牛  4,500
ブラックアンガスビーフ熟成テンダーロインのスロークック ブラックペッパーソース
Slow cooked Black Angus aged beef tenderloin, black pepper sauce

鵝肝面珠肉  4,000
じっくり煮込んだ牛頰肉のやわらかな煮込みとフォアグラのロッシーニ風
Braised beef cheeks, foie gras ‘Rossini style’

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.
メニューは別途表記以外は全て 2 ‒ 3 名様分となります。 All portions are for 2－3 persons unless indicated.
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PORK・CHICKEN/ 豚肉・鶏肉 

桂花蜜汁排骨  ¥3,600/piece
豚スペアリブのやわらか煮 キンモクセイ香るハチミツソース
Simmered pork spare ribs, fragrant olive honey sauce

香醋排骨　豚スペアリブの角煮風 自家製黒酢ソース 3,300/piece
Braised pork spare ribs, homemade black vinegar

紅燜排骨　豚スペアリブのやわらか醤油煮込み 2,200/piece
Simmered pork spare ribs, dark soy sauce

糖醋肉塊　黒豚を使った本格酢豚   3,500
Traditional sweet and sour ‘Kurobuta’ pork 

油淋嫩鶏　鶏肉の唐揚げ 香味ソース 3,600
Deep fried chicken, flavored soy sauce

辣子鶏丁　鶏肉の四川唐辛子 山椒の香り炒め 3,600
Wok-fried chicken, Szechuan dried red chili

左宋棠鶏　鶏肉の湖南風 スパイシーガーリックソース炒め 3,600
Hunan style sautéed chicken, spicy garlic sauce
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メニューは別途表記以外は全て 2 ‒ 3 名様分となります。 All portions are for 2－3 persons unless indicated.
表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.
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SOUP / スープ

極品富貴壺　干し鮑、なまこ、冬虫夏草入り極上壺蒸しスープ ¥8,500/person
Double boiled premium clear broth, dried abalone, sea cucumber, cordyceps

木瓜皇蟹燕　燕の巣とタラバ蟹入りパパイヤスープ 4,000/person
Superior bird’s nest soup, king crab, papaya 

黒魚子竹燕　燕の巣と絹笠茸の極上スープ キャビア飾り 4,500/person
Superior bird’s nest and bamboo fungus soup, caviar

蟹黄燕菜　蟹の卵入り燕の巣スープ 3,000/person
Superior bird’s nest soup, crab roe

滋補鳥鶏湯　烏骨鶏、朝鮮人参入り滋養蒸しスープ 2,400/person
Double boiled supreme soup, silky fowl, Korean ginseng

酸辣湯　酸辣風味の五目スープ 1,000/person
Hot and sour soup 

蟹肉玉米湯　タラバ蟹肉入りコーンスープ 1,000/person
Golden corn soup, king crab meat

淨素菜湯　彩り野菜のスープ  900/person
Vegetable soup



Dynasty a la carte   王朝アラカルト P.15

TOFU・VEGETABLES  / 豆腐・野菜

金茸海鮮豆腐  ¥4,000
車海老、ホタテ、アオリイカ、ズワイ蟹と豆腐の蒸し物 自家製シーズニングソース掛け
Steamed prawn, scallop, reef squid, snow crab, tofu, homemade seasoning 

麻婆豆腐　四川麻婆豆腐  2,800
Szechuan style braised tofu, minced pork, red dried chili sauce

清炒広苗  広東白菜の塩炒め  2,500
Wok-fried Guandong bok choy, salt

蒜爆広苗  広東白菜のガーリック炒め 2,500
Wok-fried Guandong bok choy, garlic

清炒搨菜  ターツァイの塩炒め  2,500
Wok-fried “tatsoi” Chinese cabbage, salt

蒜爆搨菜  ターツァイのガーリック炒め 2,500
Wok-fried “tatsoi” Chinese cabbage, garlic 

蒜爆空心菜  空芯菜のガーリック炒め 2,500
Wok-fried “ongchoy” Chinese water spinach, garlic

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.
メニューは別途表記以外は全て 2 ‒ 3 名様分となります。 All portions are for 2－3 persons unless indicated.
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表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.

NOODLES / つゆそば 

麻辣牛肉湯麺　和牛入り激辛マーラー麺 ¥2,600
Hot and spicy Mahler noodles, Wagyu beef

什錦湯麺　五目そば  1,800
Chop suey soup noodles, pork, shrimp, chicken, squid, vegetables

海鮮湯麺　海鮮そば  2,600
Soup noodles, mixed seafood

鶏絲湯麺　細切り鶏肉そば   1,800
Soup noodles, shredded chicken

担々麺　タンタン麺  1,800
Dan Dan soup noodles, spicy minced pork

FRIED NOODLES / 焼きそば

龍蝦炒麺　伊勢海老焼きそば  6,000
Chop suey fried noodles with Ise-lobster

什錦炒麺　五目焼きそば  1,800
Fried noodles, pork, shrimp, chicken, squid, vegetables

海鮮炒麺　海鮮入り焼きそば  2,600
Fried noodles, seafood

青椒牛肉絲炒麺　牛肉とピーマン入り焼きそば 1,800
Fried noodles, beef, green pepper
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FRIED RICE・CONGEE / ご飯 

鮑魚撈飯  ¥3,800
タラバ蟹肉と岩海苔入り餡かけ翡翠炒飯の土鍋仕立て、柔らかく蒸した鮑を添えて
Green fried rice, abalone, king crab, iwanori seaweed sauce

XO富貴炒飯　  2,800
鮑、なまこ、海老、タラバ蟹肉、北京ダック、チャーシュー入り炒飯
Golden fried rice
Abalone, sea cucumber, shrimp, king crab meat, barbecued pork, Beijing duck

揚州炒飯　タラバ蟹肉、海老、チャーシュー入り炒飯 1,800
Fried rice, king crab, shrimp, barbecued pork

什錦燴飯　五目餡かけご飯  1,800
Steamed rice, chop suey sauce

海鮮燴飯　海鮮入り餡かけご飯 2,600
Steamed rice, seafood sauce 

海鮮泡飯  海鮮入りおかゆ  1,800
Seafood congee
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国産米使用。 Rice product of Japan.
表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.
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DIM SUM / 点心

広東 / Cantonese

極品蝦餃皇　黄ニラ入り海老蒸し餃子（３個） ¥1,200
Steamed shrimp dumpling, yellow leek ( 3 pieces)

叉焼包　叉焼入り饅頭（1個）  500
Barbecued pork bun ( 1 piece)

蟹黄焼売　蟹の玉子のせポーク焼売（３個） 1,200
Sao mai, pork, crab roe ( 3 pieces)

東北 / Dongbei

黒豚水餃子　黒豚水餃子（5個） 1,600
Boiled kurobuta pork dumpling ( 5 pieces)　

春捲　豚肉、タラバ蟹肉入り春巻（３本） 900
Deep fried spring rolls ( 3 rolls) 

蟹点心 / Crabmeat dim sum

蟹肉焼売　蟹肉入り黒豚焼売（３個） 1,500
Sao mai, crab meat, kurobuta pork ( 3 pieces)　

三色蟹肉餃子　三色蟹肉餃子（３個） 1,500
3 kinds of steamed dumplings
Corn, soy beans, tobikko

蟹粉小龍包　蟹肉入り小龍包（３個） 1,500
Steamed soup dumpling with crab meat ( 3 pieces)

週変わり点心 / Weekly special dim sum

美点三種　三種点心の盛合せ  1,200
3 kinds of dim sum

美点五種　五種点心の盛合せ  2,000
5 kinds of dim sum

甜品 / Sweet dim sum

蜜汁叉焼　叉焼パイ（３個）  1,200
Barbecued pork pie ( 3 pieces)

豆沙麻球　小豆餡入り胡麻団子（2個） 500
Fried sesame ball with sweet bean paste ( 2 pieces) 

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.
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CHEF KUBOTA’S DIM SUM
点心師 久保田 特製点心

小龍湯包　小龍包（３個）  ¥1,200 
Steamed pork soup dumpling ( 3 pieces) 

ＸＯ醤蟹肉餃子　蟹肉入りXO醤餃子（３個） 1,500
Steamed dumpling with crab meat and XO sauce ( 3 pieces) 

灌湯包子　上海風スープ入り饅頭（1個） 1,300 
Shanghai style steamed soup dumpling ( 1 pieces) 

黒豚餃子　黒豚焼き餃子（4個）  1,300 
Fried dumpling with kurobuta pork (4 pieces) 



表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。 Prices are subject to applicable tax and service charge.
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DESSERT / デザート

鮮菓杏仁豆腐　フルーツ入り杏仁豆腐 ¥1,700 
Almond jelly, fruit

　香芒布丁　マンゴーブリュレ  1,700 
Mango brûlée, fresh mango

紅豆椰奶盅　小豆入りココナッツムース 1,800
Coconut mousse, sweet beans

茘枝果凍　ライチミルクゼリー  1,700
Lychee milk jelly

巧克力椰子糕　チョコレートクリームココナッツ団子 1,500
Coconut ball, chocolate cream

香蕉春捲　シナモンクリーム入りバナナ春巻 1,600
Banana and cinnamon cream spring roll

香芒雪花氷　マンゴースノーアイス 1,500
Mango snow ice cream
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