ランチコース
Lunch
11:30 ~ 14:30 ( L.O.)

京胡（キョウコ）
‘Kyoko’
¥6,000

松笠イカの湯引き 香味醤油
Boiled Matsukasa squid with aromatic soy sauce
白灼辣椒魷花

＿＿＿
干し貝柱と蟹肉の冬瓜すり流しスープ
Winter melon pureed soup with dried scallop and crab
干貝蟹肉冬瓜羹

＿＿＿
天使の海老の蟹ペースト炒め
Wok seared prawns with crab sauce
蟹醤蔬菜蝦球

＿＿＿
帆立貝とオクラのトウチソース
Sautéed scallops and okra with black beans sauce
豉汁潺茄扇貝

＿＿＿
牛肉と甘酢生姜の炒め
Beef stir-fry with pickled ginger
紫羗炒牛肉

＿＿＿
五目チャーハン
Mixed fried rice
楊州炒飯

＿＿＿
マンゴープリン
Mango pudding
香芒凍布甸

食 物ア レ ルギ ー 等 、 お体 に あわ な い 食材 が ご ざい ま した ら、
ご注 文 の際 に お 申 し付 け くだ さ い ます よ う お願 い いた し ます 。

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary
requirements that we should be aware of when preparing your menu.
使 用 して お りま す 米 の 産地 に つき ま し ては 、 ス タッ フ ま でお 問 い 合わせ くだ さい。

Please contact us for the origin of the rice we serve in the hotel.
表 記 料 金に は 消費 税 と サ ービ ス 料を 別 途 申し 受 け ます 。

Prices are subject to tax and service charge.

飲茶セット
Dim Sum Set
11:30 ~ 16:30 ( L.O.)
土日祝限定

Weekends + public holidays only

¥5,000
文甲イカの湯引き 葱、生姜風味
Chilled calamari salad with leek and ginger sauce
薑蒽白灼魷花

＿＿＿

鮑と一緒に蒸し上げた、贅沢な広東式シューマイ
Cantonese abalone shao mai dumpling
広東鮑魚焼売

＿＿＿
スイートバジルの爽やかな香りのトマトとホタテの蒸し餃子
Scallop and tomato dumpling with sweet basil
蕃茄帯子餃

＿＿＿

五目蒸し野菜餃子
Steamed vegetable dumpling
蔬菜蒸粉果

＿＿＿

海老とほうれん草の蒸し餃子 ガーリック風味
Shrimp and spinach dumpling with garlic
翡翠菠菜餃

＿＿＿
野菜のガーリック炒め
Sautéed vegetables with garlic
蒜茸炒蔬菜

＿＿＿

干し海老、腸詰めが入った、香ばしく焼いた大根餅
Radish cake with Chinese sausage and dried shrimp filling
香煎羅白糕

＿＿＿
タロイモの春巻き
Taro spring roll
芋絲春捲

＿＿＿
海老とニラの饅頭 おやき風
Shrimp & chives dumpling
鮮蝦韮菜餅

＿＿＿
鶏肉とチーズのパイ包み焼き
Chicken & cheese pie
芝士酥皮飽

＿＿＿
黄ニラの入ったシャンタンスープ麺
Leek soup with noodles
韮黄上湯生麺

＿＿＿
当店自慢のマンゴープリン
Mango pudding
芒果布甸

＿＿＿

パイナップル入りココナッツタルト
Pineapple & coconut tart
鳳梨椰子撻

食物アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、
ご注文の際にお申し付けくださいますようお願いいたします。

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary
requirements that we should be aware of when preparing your menu.
使用しております米の産地につきましては、スタッフまでお問い合わせください。

Please contact us for the origin of the rice we serve in the hotel.
表記料金には消費税とサービス料を別途申し受けます。

Prices are subject to tax and service charge.

麺とご飯もの
Noodles and Rice
麵飯

五目チャーハン
Fried rice with shrimp, pork and vegetable

楊州金粟炒飯

¥1,800

蟹肉とレタスのチャーハン
Fried rice with crabmeat and lettuce

蟹肉生菜炒飯

2,000

干し貝柱入り中国粥
Rice porridge with dried scallop

生滾瑤柱粥

1,400

黄にら入りシーフードのあんかけ焼きそば 韮黄海鮮炒麵
Fried noodles with seafood and yellow leek

2,500

牛肉と野菜入りあんかけ焼きそば
Fried noodles with beef and vegetables

牛肉炒麵

1,800

小海老と野菜入りあんかけ焼きそば
Fried noodles with shrimps and vegetables

蝦仁炒麵

1,800

チャーシューの細切り入りねぎ香味そば
Barbecue pork noodles with leek

蔥油叉焼湯麵

1,800

芝麻擔擔麵
上海式タンタン麺
Spicy Shanghai style Dan Dan sesame soup noodles
with pork and seafood

1,800

食 物ア レ ルギ ー 等 、 お体 に あわ な い 食材 が ご ざい ま した ら、
ご注 文 の際 に お 申 し付 け くだ さ い ます よ う お願 い いた し ます 。

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary
requirements that we should be aware of when preparing your menu.
使 用 して お りま す 米 の 産地 に つき ま し ては 、 ス タッ フ ま でお 問 い 合わせ くだ さい。

Please contact us for the origin of the rice we serve in the hotel.
表 記 料 金に は 消費 税 と サ ービ ス 料を 別 途 申し 受 け ます 。

Prices are subject to tax and service charge.

点心類
Dim Sum
点心
しゅうまい（４個）
Steamed shao mai dumplings (4 pieces)

魚子焼賣

海老蒸し餃子（３個）
Steamed shrimp dumplings (3 pieces)

筍尖鮮蝦餃

1,000

タロ芋入り五目春巻き（３本）
Deep-fried spring rolls
with yam and shrimp (3 pieces)

芋絲蝦春巻

1,000

三種きのこ入り網春巻き（３個）
Deep-fried spring rolls
with three varieties of mushrooms (3 pieces)

三菇炸網巻

1,000

マンゴプリン
Mango pudding

香芒凍布甸

¥1,300

フルーツ入り杏仁豆腐
Sweet almond jelly with fruits

杏仁豆腐

¥1,100

デザート
Dessert
甜品

タピオカとフルーツ入りココナッツミルク 西米露
Coconut milk with tapioca and fruits

1,000

1,000

黒ゴマ餡入りゴマ団子
Deep-fried sweet sesame balls
with black sesame paste (2 pieces)

麻茸煎堆仔

600

栗と小豆餡入りゴマ団子
Deep-fried sweet sesame balls
with chestnut and red bean paste (2 pieces)

栗子豆沙煎堆仔

600

食 物ア レ ルギ ー 等 、 お体 に あわ な い 食材 が ご ざい ま した ら、
ご注 文 の際 に お 申 し付 け くだ さ い ます よ う お願 い いた し ます 。

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary
requirements that we should be aware of when preparing your menu.
使 用 して お りま す 米 の 産地 に つき ま し ては 、 ス タッ フ ま でお 問 い 合わせ くだ さい。

Please contact us for the origin of the rice we serve in the hotel.
表 記 料 金に は 消費 税 と サ ービ ス 料を 別 途 申し 受 け ます 。

Prices are subject to tax and service charge.

