
4,200円

葵御箱
[ 焼魚・蒸し物（煮物）・小付け三種・造り・揚物
  愛知牛瓦陶板焼き・白飯・赤だし・香の物]

Aoi Box
Aichi Beef,three kinds of small plate of appetizer,
grilled fish,sashimi,tempura,rice,miso soup and pickles.

台湾ラーメンセット

料理長おすすめ
Chief's selection 

料理長
おすすめ

Chief's selection 



4,200円

2,500円

フカヒレ姿煮餡かけ炒飯
[ 排翅　炒飯]
[ スープ・小鉢]
Fish dish preserving its shape fried 
rice of the sharkfin.
Chinese soup,small plate of appetizer.

中華御膳
[ 中華小葉盆 ]
[本日の料理三品・小鉢・スープ・白飯・ザーサイ]
Chinese Gozen
Three articles of dishes,small plate of appetizer,
chinese soup,rice and pickles.

料理長
おすすめ

 

※表記価格には消費税が含まれております。※写真はイメージです。
※時節により内容が変更になる事があります。
※アレルギーをお持ちの方は係りの者にお申し付けください

※The price is including tax and service charge.※Photographs and illustrations of the publication is an image all.
※Menus are subject to change due to products' availability.
※Kindly inform your waiter to ordering if you are allergic to certain food stuff or are observing dietary restrictions.

Chief's selection 

※表記価格には消費税が含まれております。※写真はイメージです。
※時節により内容が変更になる事があります。
※アレルギーをお持ちの方は係りの者にお申し付けください

※The price is including tax and service charge.※Photographs and illustrations of the publication is an image all.
※Menus are subject to change due to products' availability.
※Kindly inform your waiter to ordering if you are allergic to certain food stuff or are observing dietary restrictions.



柔らか三元豚八丁味噌かつ御膳
[ 三元豚とんかつ  八丁味噌  小鉢  茶碗蒸し  御飯  赤出汁  香の物 ]

鰻ひつまぶし御膳
[ 鰻ひつまぶし  お薬味  お出汁  小鉢  吸物  茶碗蒸し  香の物 ]

3,300円

Hitsumabushi Gozen
Broiled eel on rice, small plate of appetizer,japanese soup,steamed 
egg custard in broth and pickles.

2,400円

Sangen Ton Hacchou Miso katsu Gozen
Deep fried soft pork cutlet, small plate of appetizer, steamed egg 
custard in broth, rice, miso soup and pickles.

なごやめし
Nagoya food



1,200円

手羽先の唐揚げ〈6個〉
[ 椒塩　鶏翼 ]
Deep fried chicken wing

1,800円

台湾ラーメンセット
[ 台湾ラーメン　本日の丼　点心　ザーサイ ]

台湾ラーメンセット

Taiwan noodles set

※表記価格には消費税が含まれております。
※写真はイメージです。※時節により内容が変更になる事があります。
※アレルギーをお持ちの方は係りの者にお申し付けください

天婦羅きしめん御膳
＜5月～10月：蒸龍＞　＜11月～4月：釜揚げ＞
[ 天婦羅  きしめん蒸龍/釜揚げきしめん  海鮮太巻き  小鉢  茶碗蒸し ]

2,200円

Nagoya Kishimen Ten Gozen
Kishimen(flat wheat noodles) with tempura, a small dish, tempura, 
steamed egg custard in broth and seafood shick-rolled.
Kishimen(flat wheat noodles) 
served cold w/broth, small plate of appetizer, tempura, steamed egg 
custard in broth and seafood shick-rolled sushi.

11月～4月 5月～10月

※The price is  including tax and service charge.
※Photographs and i l lustrat ions of the publicat ion is an image al l .
※Menus are subject to change due to products '  availabil i ty.
※Kindly inform your waiter to ordering if  you are al lergic 
　to certain food stuff  or are observing dietary restrict ions.



3,800円

2,600円

3,400円

2,300円

愛知牛瓦陶板御膳
[ 愛知牛瓦陶板焼き  刺身  小鉢  茶碗蒸し  サラダ  御飯  赤出汁  香の物 ]

Aichi Gyu Kawara Touban Gozen
Aichi beef, small plate of appetizer, sashimi, steamed egg custard 
in broth, rice, miso soup, salad and pickles.

雅御膳
[ 刺身  天婦羅  小鉢  茶碗蒸し  御飯  赤出汁  香の物 ]

Miyabi Gozen
small plate of appetizer, sashimi, tempura, steamed egg custard in 
broth, rice, miso soup and pickles.

和風ステーキ御膳
[ 和風ステーキ  小鉢  温野菜と生野菜セット  温度玉子  御飯  赤出汁  香の物 ]
Japanese style Beef Steak Gozen
Beef steak, soft boiled eggs, heated vegetables and cold vegetables,
rice, miso soup and peckles.

和風ハンバーグ御膳
[ 和風ハンバーグ  小鉢  温野菜と生野菜セット   温度玉子  御飯  赤出汁  香の物 ]

Japanese style beef hamburg steak Gozen
Beef hamburg steak, soft boiled eggs, heated vegetables and cold 
vegetables,rice, miso soup and peckles.

日本料理

和風ステーキ御膳

雅御膳



2,700円

2,500円

1,500円

2,500円

和風牛ステーキ丼
赤出汁　香の物
Japanese style Beef Steak Bowl
Japanese style beef steak bowl, miso soup and pickles.

海鮮ちらし丼
茶碗蒸し　赤出汁

Sashimi rice bowl
bowl of rice topped with sashimi, miso soup , steamed egg 
custard in broth.

海鮮サラダ
Today’s special assorted sashimi.

※表記価格には消費税が含まれております。
※写真はイメージです。※時節により内容が変更になる事があります。
※アレルギーをお持ちの方は係りの者にお申し付けください

※The price is  including tax and service charge.
※Menus are subject to change due to products '  availabil i ty.
※Kindly inform your waiter to ordering if  you are al lergic 
to certain food stuff or are observing dietary restrict ions.

愛知牛瓦陶板(80ｇ)
Aichi Gyu Kawara Touban



1,200円

1,000円

1,000円

本日の中華冷菜三種盛り合わせ
[ 特製三品盆 ]

3 kinds of Chinese appetizers

蒸し鶏のバンバンジーサラダ
[ 沙律棒々鶏 ]

Shredded chicken breast spicy sesame sauce

1,500円

海老のチリソース炒め
[ 乾焼炒蝦仁 ]

Prawns in Chinese chili sauce

1,500円

海老と季節野菜のあっさり炒め
[ 時菜炒蝦仁 ]

Shrimp and vegetables lighry sautee

ワンタン入り玉子スープ
[ 雲呑蛋花湯 ]

Wonton egg soup

中国料理

※表記価格には消費税が含まれております。※写真はイメージです。
※時節により内容が変更になる事があります。
※アレルギーをお持ちの方は係りの者にお申し付けください

※The price is including tax and service charge.※Photographs and illustrations of the publication is an image all.
※Menus are subject to change due to products' availability.
※Kindly inform your waiter to ordering if you are allergic to certain food stuff or are observing dietary restrictions.

本日の中華冷菜三種盛り合わせ

1,000円

五目チャーハン
[ 什錦香炒飯 ]

Fried rice with mixed vegetables

1,000円

五目あんかけ焼きそば
[ 什錦　 炒麺 ]

Fried noodles with sautee mixed vegetables

1,000円

チャーシュウめん
[ 又焼上湯麺 ]

Chinese noodles soup with sliced roast pork



1,200円

鶏肉のから揚げ
[ 軟炸子鶏球 ]

Chinese deep fried chicken

1,200円

すぶた〈甘酢・黒酢〉
[ 古咾肉 ]

Sweep soup pork

1,500円

季節野菜と牛肉の炒め
[ 時菜炒牛片 ]

Sautee Beef w/season vegetables

1,000円

マーボー豆腐
[ 陳麻婆豆腐 ]

Bean curd in Szechwan style .(mabo-dofu)

450円

海老しゅうまい〈2個〉
[ 蝦仁鮮燒売 ]

Steamed shrimp dumplings

500円

ショウロンポー〈2個〉
[ 小龍包 ]

Steamed pork buns

450円

海老蒸し餃子〈2個〉
[ 鮮蒸筍蝦餃 ]
Steamed shrimp dumplings w/stickers.

450円

春巻き〈2個〉
[ 三絲炸春巻 ]
Spring rolls

500円

焼餃子〈6個〉
[ 鍋煎焼餃子 ]

Pan fried pork dumplings

500円

Aセット
[ ミニセイロ・ザーサイ・デザート ]
Chinese dumplings, pickles, dessert

450円

本日のデザート
Today’s dessert

Vanilla ice cream
450円

バニラアイスクリーム

600円

Bセット
[ ミニセイロ・白飯・ザーサイ・デザート ]
Chinese dumplings, pickles, rice, dessert
 

セットメニュー

デザート

マーボー豆腐

焼餃子〈6個〉

海老蒸し餃子〈2個〉

季節野菜と牛肉の炒め

五目あんかけ焼きそば

春巻き〈2個〉



800円

キッズシップ
[ オムライス、ナポリタンスパゲッティ、たこさん・かにさんウィンナー、
鶏の唐揚げ、エビヒライ、スマイルポテト、デザート ]

Kids ship (plate set for kids)

1,300円

キッズボール
[ にぎり寿し、チキンライス 、エビフライ、鶏の唐揚げ、
ミニドッグ、スマイルポテト、ハンバーグ、ナポリタンスパゲッティ、
たこさん・かにさんウィンナー、デザート ]

Kids bowl (plate set for kids)

※表記価格には消費税が含まれております。※写真はイメージです。
※時節により内容が変更になる事があります。※アレルギーをお持ちの方は係りの者にお申し付けください

※The price is  including tax and service charge.※Photographs and i l lustrat ions of the publicat ion is an image al l .※Menus are subject to change 
due to products '  availabil i ty.※Kindly inform your waiter to ordering if  you are al lergic to certain food stuff or are observing dietary restrict ions.

おもちゃ付きドリンクバー +300円
 ● 3才未満無料

キッズメニュー

フルーツパフェ  
400円

ミルクプリン  
350円


