
DYNASTY DINNER
王朝ディナー

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.
コース料理は 2名様より承ります。Course menus are available starting from 2 persons and above.

¥15,000

百花艶麗
Bai Hua Yan Li 

椒麻海螺

海胆翅湯

沙拉牡丹蝦

焼汁牛肋骨

香蒸双鮮

翡翠鮑魚炒飯

美麗甜点

サザエと真鯛の冷菜　青山椒ソース

雲丹と蟹肉入りコニッシュジャックスープ

牡丹海老とタラバ蟹爪の揚げ物
　わさびマヨネーズソース

牛リブロースの柔らか煮　三種ペッパーソース

金目鯛とホンビノス貝の強火蒸し
　フィッシュソース

鮑入り翡翠炒飯　いくら添え

紫陽花ゼリー入り杏仁豆腐

Turban shell and red snapper sashimi, Sansho

Cornish Jack soup with sea urchin and king crab meat 

Deep-fried botan shrimp and king crab claw 
with wasabi mayonnaise

Braised rib roast with three kinds of pepper sauce

Steamed alfonsino and hard clam with fish sauce

Fried rice with abalone and salmon roe

Two layer almond jelly, “Ajisai”

¥11,000

彩香冷盆

鮑参翅湯

時蔬海鮮

烤鴨・香酥鶏鐘

豉辣双鮮　

黒椒牛鬆炒飯

美艶甜点

彩り冷菜盛り合わせ

鮑、なまこ、タラバ蟹入り
コニッシュジャックスープ

車海老と金目鯛の強火塩炒め

北京ダックとクリスピーチキン

ホンビノス貝とズワイ蟹爪の黒豆辛味ソース

牛肉入りブラックペッパーガーリック炒飯

フルーツ入り杏仁豆腐

Seasonal cold appetizers

Cornish Jack soup with abalone, 
sea cucumber and king crab meat

Salt wok-fried prawns and alfonsino

Homemade Beijing duck crepe roll and crispy chicken

         Hard clam and crab claw with black bean spicy sauce

Beef fried rice with black pepper and garlic

Almond jelly with fruits

薫風
Xun Feng

季節の彩り冷菜盛り合わせ

タラバ蟹、ホタテ貝入りコニッシュジャックスープ

天使海老、鮑、蟹爪の湯引き　海老の玉子入り特製ソース

牛肉と季節野菜の青山椒ソース炒めと北京ダック

広東白菜と湯葉の塩炒め

干し貝柱と叉焼入り炒飯

タピオカ入りココナッツミルク



¥25,000

王朝
Wang Chao

錦香富貴盆

燕窩排翅

海胆龍蝦

蠔煌干鮑

明爐吊烤鴨

黒蒜腓

烏魚子炒飯

王朝美映盆

王朝特製冷菜盛り合わせ

コニッシュジャックの姿煮込み　燕の巣添え

ロブスターの雲丹ソース炒め

干し鮑のオイスターソース煮

自家製北京ダック

国産牛フィレ肉とドライトマトの
黒ニンニクソース炒め

カラスミ入り炒飯

マンゴーブリュレ

Assorted cold appetizers

Braised Cornish Jack with bird nest in brown sauce

Wok-fried lobster with sea urchin sauce

Braised dried abalone, oyster sauce
 

Homemade Beijing duck crepes

Stir-fried Japanese Wagyu sirloin and dried tomato 
in black garlic sauce

Fried rice with dried mullet roe 

Mango brûlée

 

DYNASTY DINNER
王朝ディナー

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.
コース料理は 2名様より承ります。Course menus are available starting from 2 persons and above.

¥18,500

翠柳
Cui Liu

味彩冷盆

魚肚排翅

白灼蝦鮑

烤鴨・腓
 

雲腿蒸双鮮

干貝叉焼炒飯

精美甜点

特製冷菜盛り合わせ

コニッシュジャックと
フィッシュコラーゲンの煮込み

牡丹海老と鮑の湯引き　海老の玉子入り特製ソース

北京ダックと国産牛フィレ肉の黒ニンニクソース炒め

金目鯛とホンビノス貝の雲南ハムの香り蒸し

干し貝柱と叉焼入り炒飯

ライチミルクゼリー

Assorted cold appetizers

Braised Cornish Jack and fish collagen in brown sauce

 
Botan shrimp and abalone with special shrimp egg sauce

Homemade Beijing duck crepe roll,
stir-fried Japanese beef fillet in black garlic sauce

Steamed alfonsino and hard clam flavored with Yunnan hum

Fried rice with dried scallop and barbecued pork

Lychee milk jelly


