
前菜 ★…料理長おすすめの料理です 

★五種冷菜盛り合わせ 2～3 名様￥5,000(￥6,050)／4～5 名様￥7,500(￥9,075) 

・三種冷菜盛り合わせ 2～3 名様￥4,000(￥4,840)／4～5 名様￥6,000(￥7,260) 

・あわびのうす切り冷菜 2～3 名様￥7,000(￥8,470)／4～5 名様￥10,500(￥12,705) 

・くらげの冷菜 2～3 名様￥4,000(￥4,840)／4～5 名様￥6,000(￥7,260) 

★蒸し鶏の冷菜 2～3 名様￥2,500(￥3,025)／4～5 名様￥3,700(￥4,477) 

・蒸し鶏肉の細切り胡麻ソース 2～3 名様￥2,500(￥3,025)／4～5 名様￥3,700(￥4,477) 

・広東風チャーシュー 2～3 名様￥2,500(￥3,025)／4～5 名様￥3,700(￥4,477) 

・ピータン 2～3 名様￥1,500(￥1,815)／4～5 名様￥2,200(￥2,662) 

 五種冷菜盛り合わせ 

燕の巣 

・かにの卵入り燕の巣スープ 
1 名様￥2,500(￥3,025)/2～3 名様￥5,000(￥6,050)/ 
4～5 名様￥7,500(￥9,075) 

・燕の巣澄ましスープ 
1 名様￥2,000(￥2,420)/2～3 名様￥4,000(￥4,840)/ 
4～5 名様￥6,000(￥7,260) 



ふかのひれ ★…料理長おすすめの料理です 

・吉切鮫尾びれふかのひれの姿煮込み  1 名様￥9,000(￥10,890)  

★青鮫尾びれふかのひれの姿煮込み 1 名様￥10,000(￥12,100)  

★かにの卵入りふかのひれスープ 
1 名様￥2,500(￥3,025)/2～3 名様￥5,000(￥6,050)/ 
4～5 名様￥7,500(￥9,075) 

・かに肉入りふかのひれスープ 
1 名様￥2,000(￥2,420)/2～3 名様￥4,000(￥4,840)/ 
4～5 名様￥6,000(￥7,260) 

ふかのひれの姿煮込み 

あわび ★…料理長おすすめの料理です 
・まるごとあわびの煮込み（1 個） 1 名様￥10,000(￥12,100)  

・あわびと季節野菜の炒め 2～3 名様￥6,000(￥7,260)/4～5 名様￥9,000(￥10,890) 

★あわびのクリーム煮込み 2～3 名様￥5,500(￥6,655)/4～5 名様￥8,200(￥9,922) 

・あわびと袋茸のオイスターソース煮込み 2～3 名様￥5,500(￥6,655)/4～5 名様￥8,200(￥9,922) 

・あわびとなまこの煮込み 2～3 名様￥5,500(￥6,655)/4～5 名様￥8,200(￥9,922) 

 あわびと袋茸のオイスターソース煮込み



かに

★かに爪の揚げもの（1 本） 1 名様￥1,200(￥1,452)  

・かに玉 2～3 名様￥2,800(￥3,388)/4～5 名様￥4,200(￥5,082) 

 かに玉 

えび ★…料理長おすすめの料理です 

★…料理長おすすめの料理です 

★ロブスターの葱と生姜炒め  2～3 名様￥7,500(￥9,075)/4～5 名様￥11,200(￥13,552)

・ロブスターのチリソース煮 2～3 名様￥7,500(￥9,075)/4～5 名様￥11,200(￥13,552)

★海老のマヨネーズソース和え 2～3 名様￥4,200(￥5,082)/4～5 名様￥6,300(￥7,623) 

・海老の XO 醤炒め 2～3 名様￥4,200(￥5,082)/4～5 名様￥6,300(￥7,623) 

・海老のチリソース煮 2～3 名様￥4,200(￥5,082)/4～5 名様￥6,300(￥7,623) 

・海老の甘酢和え 2～3 名様￥4,200(￥5,082)/4～5 名様￥6,300(￥7,623) 

・海老のまろやか黒酢和え 2～3 名様￥4,200(￥5,082)/4～5 名様￥6,300(￥7,623) 

・小海老のチリソース煮 2～3 名様￥3,500(￥4,235)/4～5 名様￥5,200(￥6,292) 

・小海老の衣揚げ 2～3 名様￥2,800(￥3,388)/4～5 名様￥4,200(￥5,082) 

・海老団子のクルトン揚げ 2～3 名様￥2,400(￥2,904)/4～5 名様￥3,600(￥4,356) 



 
海老のマヨネーズ和え

貝柱 ★…料理長おすすめの料理です 

★貝柱と季節野菜の炒め 2～3 名様￥3,800(￥4,598)/4～5 名様￥5,700(￥6,897) 

・貝柱と海老すり身の揚げもの 2～3 名様￥3,800(￥4,598)/4～5 名様￥5,700(￥6,897) 

・貝柱の中国黒豆味噌炒め 2～3 名様￥3,800(￥4,598)/4～5 名様￥5,700(￥6,897) 

魚 ★…料理長おすすめの料理です 
・白身魚の切り身と季節野菜の炒め 2～3 名様￥3,000(￥3,630)/4～5 名様￥4,500(￥5,445) 

・白身魚の切り身の XO 醤炒め 2～3 名様￥3,000(￥3,630)/4～5 名様￥4,500(￥5,445) 

・白身魚の切り身甘酢和え 2～3 名様￥3,000(￥3,630)/4～5 名様￥4,500(￥5,445) 

・白身魚の切り身蒸し 葱風味 1 名様￥1,800(￥2,178)  

★鮮魚の姿蒸し 葱風味 時価 

牛肉 ★…料理長おすすめの料理です

★和牛サーロインの黒胡椒炒め 2～3 名様￥5,000(￥6,050)/4～5 名様￥7,500(￥9,075) 

・牛肉のオイスターソース炒め 2～3 名様￥3,500(￥4,235)/4～5 名様￥5,200(￥6,292) 



★牛フィレ肉と白葱の炒め 2～3 名様￥3,800(￥4,598)/4～5 名様￥5,700(￥6,897) 

・牛肉細切りとピーマンの炒め 2～3 名様￥3,500(￥4,235)/4～5 名様￥5,200(￥6,292) 

・牛肉細切り甘味噌炒め 
（レタス または クレープ添え） 

2～3 名様￥3,500(￥4,235)/4～5 名様￥5,200(￥6,292) 

 牛フィレ肉と白葱の炒め

豚肉 ★…料理長おすすめの料理です 
・豚肉の角煮オイスター風味 2～3 名様￥2,800(￥3,388)/4～5 名様￥4,200(￥5,082) 

・酢豚 2～3 名様￥3,000(￥3,630)/4～5 名様￥4,500(￥5,445） 

★まろやか黒酢 酢豚 2～3 名様￥3,000(￥3,630)/4～5 名様￥4,500(￥5,445） 

・豚バラ肉のまろやか黒酢かけ 2～3 名様￥3,000(￥3,630)/4～5 名様￥4,500(￥5,445） 

・八宝菜 2～3 名様￥2,800(￥3,388)/4～5 名様￥4,200(￥5,082) 

 酢豚



豆腐 

・かに肉と豆腐の煮込み 2～3 名様￥2,600(￥3,146)/4～5 名様￥3,900(￥4,719) 

・麻婆豆腐 2～3 名様￥2,200(￥2,662)/4～5 名様￥3,300(￥3,993) 

鶏肉･鴨 ★…料理長おすすめの料理です 
★北京ダック 半羽（6 枚）￥6,000(￥7,260)/1 羽（12 枚）￥12,000(￥14,520) 

・鶏肉のサイの目切りカシューナッツ炒め 2～3 名様￥2,500(￥3,025)/4～5 名様￥3,700(￥4,477) 

・鶏肉の唐揚げ 2～3 名様￥2,500(￥3,025)/4～5 名様￥3,700(￥4,477) 

・鶏肉の揚げものレモンソース 2～3 名様￥2,500(￥3,025)/4～5 名様￥3,700(￥4,477) 

・鶏肉の辛味炒め 2～3 名様￥2,500(￥3,025)/4～5 名様￥3,700(￥4,477) 

・うずら肉のレタス包み 2～3 名様 ￥3,500(￥4,235)/4～5 名様￥5,200(￥6,292) 

 北京ダック 

野菜 ★…料理長おすすめの料理です 
★二種野菜のかに卵入りあんかけ 2～3 名様￥2,600(￥3,146)/4～5 名様￥3,900(￥4,719) 

・季節野菜の炒め 2～3 名様￥2,200(￥2,662)/4～5 名様￥3,300(￥3,993) 



・白菜のクリーム煮込み 2～3 名様￥2,200(￥2,662)/4～5 名様￥3,300(￥3,993) 

・椎茸と筍の煮込み 2～3 名様￥2,200(￥2,662)/4～5 名様￥3,300(￥3,993) 

 季節野菜の炒め 

スープ ★…料理長おすすめの料理です 
・青菜と鮑のスープ 

1 名様￥1,800(￥2,178)/2～3 名様￥3,000(￥3,630)/ 
4～5 名様￥4,500(￥5,445) 

・野菜と卵のスープ 
1 名様￥1,200(￥1,452)/2～3 名様￥2,400(￥2,904)/ 
4～5 名様￥3,600(￥4,356) 

1 名様￥1,200(￥1,452)/2～3 名様￥2,400(￥2,904)/ 
4～5 名様￥3,600(￥4,356) 

1 名様￥1,200(￥1,452)/2～3 名様￥2,400(￥2,904)/ 
4～5 名様￥3,600(￥4,356) 

1 名様￥1,200(￥1,452)/2～3 名様￥2,400(￥2,904)/ 
4～5 名様￥3,600(￥4,356) 

・かに肉入りコーンスープ 

・干し貝柱入りとろみスープ 

★四川風とろみスープ 

 汁そば類 ★…料理長おすすめの料理です 

・海の幸汁そば 1 名様￥1,800(￥2,178) 

・五目汁そば 1 名様￥1,500(￥1,815) 

・四川風とろみそば 1 名様￥1,500(￥1,815) 

★チャーシュー細切り葱汁そば 1 名様￥1,400(￥1,694) 

・野菜汁そば 1 名様￥1,400(￥1,694) 

・坦々麺 1 名様￥1,500(￥1,815) 



チャーシュー細切り葱汁そば

焼きそば類★…料理長おすすめの料理です

・海の幸焼きそば 1 名様￥1,800(￥2,178) 

★五目焼きそば 1 名様￥1,500(￥1,815) 

・野菜焼きそば 1 名様￥1,400(￥1,694) 

★上海花園飯店式焼きそば 1 名様￥1,800(￥2,178) 

 飯類★…料理長おすすめの料理です 

★五目炒飯 1 名様￥1,400(￥1,694) 

・かに肉入り炒飯 1 名様￥1,500(￥1,815) 

・海の幸あんかけ御飯 1 名様￥1,800(￥2,178) 

・五目あんかけ御飯 1 名様￥1,400(￥1,694) 

・あわび入り白粥 1 名様￥2,000(￥2,420) 

点心★…料理長おすすめの料理です 

★四種飲茶盛り合わせ(12 個) 1 名様￥2,500(￥3,025) 

・三種飲茶盛り合わせ(3 個) 1 名様￥1,000(￥1,210) 



・はるまき(3 本) 1 名様￥900(￥1,089) 

・棒餃子(3 本) 1 名様￥900(￥1,089) 

・板餃子(1 枚) 1 名様￥900(￥1,089) 

 デザート ★…料理長おすすめの料理です 

・杏仁豆腐 1 名様￥800(￥968) 

★究極の杏仁豆腐 1 名様￥900(￥1,089) 

・フルーツ入り杏仁豆腐 1 名様￥1,200(￥1,452) 

・タピオカ入りココナッツミルク 1 名様￥900(￥1,089) 

・シャーベット または アイスクリーム 1 名様￥600(￥726) 

・胡麻付き揚げ団子(3 個) 1 名様￥600(￥726) 

・さつまいもの飴炊き(数量限定) 1 名様￥2,000(￥2,420)  

 究極の杏仁豆腐 

※ （ ）内の表示金額は、税・サービス料込の金額です。

※写真はイメージです。


