香港美食午餐

菜譜
menu

The Lunch

ザ・ランチ
例湯
主菜
白飯
小菜
甜点

Today's Soup
本日のスープ
メイン料理 2 ～ 3 品 Main Dish
Steamed Rice
白ご飯
Pickles
ザーサイ
Almond Jelly
アンニン豆腐

お一人様料金

2 品で ￥2,200

写真はイメージです
*Photos are for illustrative purposes only

Per Person

3 品で ￥2,500

2 Dish: ¥2,200
3 Dish: ¥2,500

＊500 円のご追加で、白ご飯をチャーハンに変更出来ます。
Fried Rice Is Available at Additional ¥500 Instead of Steamed Rice.

Main Menu
●メインを右記のメニューから
２品または３品お選びください。

白灼肉片

Lightly Boiled Pork and Fried Eggplant

黒椒牛肉

牛肉の黒こしょう炒め
Fried Beef with Black Pepper Sauce

咕嗜里脊

豚ヒレ肉の酢豚
Sweet and Sour Pork

Choose 2 or 3 Items from Grand Menu.
写真はイメージです

豚ロース肉の湯引き 揚げナス添え

千島鴛鴦

海老とホタテのマヨネーズソース
Stir-Fried Shrimp and Scallop in Mayonnaise Sauce

*Photos are for illustrative purposes only

蒜茸時菜

季節野菜のガーリック炒め
Stir-Fried Vegetables with Garlic

干焼蝦仁

海老と卵のチリソース
Stir-Fried Shrimp in Chili Sauce

麻婆豆腐

マーボー豆腐
Braised Tofu and Minced Meat in Hot and Spicy Sauce

油淋魚排

甘鯛の揚げ物 ネギ香味ソース
Deep-Fried White Fish with Green Onion Sauce

金沙炸鶏

鶏肉の唐揚げ スパイシーソルト風味
Deep-Fried Chicken with Spicy Salt

茄子粉絲

ナスと春雨のピリ辛煮込み
Fried Eggplant with Chinese Chili Sauce

龍仔点心

点心三種盛り合わせ
Dim Sum, 3 Kinds

炸芝麻球

ゴマ団子
Fried Sweet Sesame Ball

※当店 では 国内産 のお 米 を 使用 しております 。 We use rice grown in Japan.
※ 食 材 の 仕 入 れ 状況 により 内容 が 変更 になる 場合 がございます 。 Menu items may change due to market availability.
※料金 は 税金・ サービス 料 を 含 みます 。 The price includes tax and service charge.
※食材 によるアレルギーのあるお 客様 はあらかじめ 係員 にお 申 し 出下 さい 。

Please advise us of any food allergies or dietary requirement prior to your order.

楊貴妃午餐

菜譜
menu

Ladies Lunch

レディースランチ

写真はイメージです
*Photos are for illustrative purposes only

藍海スタイル冷やし坦々麺
■期間

9/1 ～ 9/30

『藍海』
の中でも人気の高い
『坦々麺』
。
美味しさは
そのままに、
冷たくさっぱりと仕上げました。
まだまだ暑さが厳しいこの季節、
『藍海スタイル
冷やし坦々麺』
はいかがですか？

menu

蠔油腐皮

セット￥2,300 Set Menu
シーガイア プレミアム メンバーズクラブ
会員のお客様限定

単

品￥1,700 Single Dishes
（アンニン豆腐付き）

湯葉巻きのオイスターソース蒸し
Steamed Soy Milk Skin with Oyster Sauce

紅焼茄子

佐土原ナスの香味揚げ
Fried Eggplant with Soy Sauce

涼坦々麺

藍海スタイル 冷やし坦々麺
Chilled Sesame Spicy Noodle

広州炒飯
or 花捲

一口チャーシュー炒飯

精選甜心

本日のデザート

もしくは 中華風蒸しパン
＊Please Choose Fried Rice or Steamed Breads

Dessert
※当店 では 国内産 のお 米 を 使用 しております 。 We use rice grown in Japan.
※ 食 材 の 仕入 れ 状況 により 内容 が 変更 になる 場合 がございます 。 Menu items may change due to market availability.
※料金 は 税金・ サービス 料 を 含 みます 。 The price includes tax and service charge.
※食材 によるアレルギーのあるお 客様 はあらかじめ 係員 にお 申 し 出下 さい 。

Please advise us of any food allergies or dietary requirement prior to your order.

面条 ･ 饭
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Noodle and Rice

麺・飯
海鮮湯麺 海の幸入りつゆそば

蟹肉炒飯 蟹肉入りチャーハン

Soup Noodle with Seafood

Fried Rice with Crab Meat

￥1,800

￥1,600

八珍湯麺 五目入りつゆそば

廣州炒飯 五目チャーハン

Soup Noodle with Chop Suey

Cantonese Style Fried Rice

￥1,700

￥1,600

八珍炒麺 五目あんかけ焼きそば

豆酥炒飯 四川風辛味チャーハン

Fried Noodle with Chop Suey

Fried Rice with a Hot Taste Sichuan Style

￥1,700

￥1,650

豉油炒麺 香港スタイル醤油焼きそば 瑶柱白粥 干し貝柱入り香港スタイルお粥
Fried Noodle Soy Sauce Flavour

Rice Porridge with Dried Scallop Hong Kong Style

￥1,600

￥1,500

担 々 麺

酸辣湯麺 酸味･辛味のつゆそば( そば粉麺使用）

タンタン麺

Sesame Spicy Noodle

hot and sour noodle soup

￥1,600

￥1,600

児童套餐
Children Set Menu

お子様プレート
お一人様料金

￥1,350

●コーンスープ
●海老のマヨネーズソース
●鶏の唐揚げ
●はるまき
●たまごたっぷりチャーハン
●アイスクリーム

Per Person

¥1,350

Corn Soup
Shrimp with Mayonnaise Sauce
Fried Chicken
Deep Fried Spring Rolls
Fried Rice with Egg
Ice Cream

※当店 では 国内産 のお 米 を 使用 しております 。 We use rice grown in Japan.
※ 食 材 の 仕入 れ 状況 により 内容 が 変更 になる 場合 がございます 。 Menu items may change due to market availability.
※料金 は 税金・ サービス 料 を 含 みます 。 The price includes tax and service charge.
※食材 によるアレルギーのあるお 客様 はあらかじめ 係員 にお 申 し 出下 さい 。

Please advise us of any food allergies or dietary requirement prior to your order.

