
大人 / Adult   平日 ¥5,300  週末 ¥5,600  （お子様 / 4～12 years old ¥3,200）

冷やしそば＆点心のランチビュッフェ
COLD NOODLES & DIM SUM LUNCH

 

Cold Noodles / 冷やしそば食べ放題
お好きな組み合わせをお楽しみいただけます
You can make your own cold noodles

Noodles / 麺

Sauce / ソース

Toppings  / トッピング 

トマト麺
Tomato

　　
醤油ダレ

Soy-based sauce

海老
Shrimp

蟹肉
Crab meat

くらげ
 Jellyfish

叉焼
Barbecued pork

蒸し鶏
Steamed chicken

   

ホウレン草麺
Spinach

胡麻ダレ
Sesame sauce

たまご
Egg

きゅうり
Cucumber

きくらげ
Wood ear mushroom 

トマト
Tomato 

パクチー
Coriander

各点心の下に特定原材料7品目を表示しております。
詳しくはスタッフにお尋ねください。

表示料金には税金・サービス料 (13%) が含まれます。
Prices inclusive of taxes and 13% service charge.

脆炸蝦餃
海老入り揚げ餃子
Fried shrimp dumpling

※小麦、海老

面包蝦球
海老と魚の揚げ物
Fried shrimp and fish
※卵、小麦、海老

脆炸春捲
春巻

Deep-fried spring roll
※小麦

海鮮紫皮餃
小貝柱、イカ、魚入り紫皮蒸し餃子

Steamed purple dumpling 
with mini scallop, squid and fish

※卵、小麦

韮菜三角蝦餃
ニラ入り翡翠海老餃子

Steamed shrimp dumpling with chives
※乳、小麦、海老

花咲焼売
鶏肉、豚肉入り花咲焼売

‘Flower’ shao mai with chicken and pork
※卵、小麦、海老

香煎韮菜餅
ニラ焼き餃子

Steamed shrimp and chives dumpling
※小麦、海老

白玉蝦餃
海老蒸し餃子

Steamed shrimp dumpling
※小麦、海老

広東焼売
海老入りポーク焼売

Shao mai with pork and shrimp
※卵、小麦、海老

広州咸水角
五目揚げ団子

Fried shrimp chicken and pork puff
※小麦、海老

スタッフがワゴンで伺います
Please order from the wagon.

Dim Sum / 点心食べ放題



王朝特製バタフライピーレモネード《ノンアルコール》

アイスライチジャスミンティー

烏龍茶 / 鉄観音茶 / ジャスミン茶 / プーアル茶/ 
特級白牡丹 / 紅茶 / 蓮茶
Oolong Tea (Hot or Iced) / Jasmine Tea (Hot or Iced) / Pu-erh Tea /
Baimudan Tea / English Tea (Hot or Iced) / Lotus Tea   

Chinese tea / 王朝特選中国茶

Non-alcohol cocktail / ノンアルコールカクテル

All you can drink Tea /王朝特選茶 飲み放題

Butterfly Pea Lemonade Non-alcohol Cocktail

Ice Lychee Jasmine Tea

特級白牡丹　トッキュウハクボタン
Baimudan Tea

蓮茶　ハス
Lotus Tea

優品杉林渓高山茶　ユウヒンスギバヤシケイコウザンチャ
Shan Lin Xi High Mountain Oolong Tea

デュク ドゥ モンターニュ
Duc De Montagne, Aubel, Belgium

飲み放題プランは点心ビュッフェご利用のお客様のみとさせていただきます。
単品のお飲み物をご希望のお客様はスタッフにお声かけください。
This plan is exclusively for guests who choose the Dim Sum bu�et.
Beverage list is available upon request.

表示料金には税金・サービス料 (13%) が含まれます。
Prices inclusive of taxes and 13% service charge.

Glass
(125ml)

Pot/ポット

Glass/グラス

¥1,000

¥1,400

¥1,500

¥2,000

¥900

¥1,500

Non-alcohol sparkling wine / 
ノンアルコール スパークリングワイン

¥1,200

 

上記はお一人様1オーダーのみとなります
Limited to one order per person.

Dishes / お食事

彩色沙律
初夏のサラダ　山椒ドレッシング
Cold salad with Sansho dressing

南瓜奶湯
冷製パンプキンスープ
Cold pumpkin soup

煙燻紅茶鴨
鴨の燻製　XO醤ソース
Smoked duck with XO sauce

乾燒蝦仁
海老のチリソース

Braised shrimps with red chili sauce

Dessert Plate / ４種デザートプレート

杏仁豆腐、中国茶ゼリー、小菓子2種
Almond jelly, iced Chinese tea jelly, two kinds of mini pastry 

上記デザートプレートはお一人様1オーダーのみとなります
Limited to one order per person.

Drinks /ドリンク


