
￥25,000( inc.tax)￥20,000( inc.tax)￥15,000( inc.tax)

Courseコース料理

DiamondGold

前菜
Appetizer 前菜

前菜
Appetizer 前菜

前菜
Appetizer 前菜

サラダ
Salad 沙拉

シータイガーの鉄板焼き
Sea tiger Teppanyaki 老虎虾铁板烧

活鮑の鉄板焼き～磯の香りで
Abalone Teppanyaki 活鲍鱼铁板烧

焼き野菜
Grilled vegetables 铁板时蔬

焼き野菜
Grilled vegetables 铁板时蔬

焼き野菜
Grilled vegetables 铁板时蔬

Today’s cold soup 本日冷汤

本日の冷製スープ
Today’s cold soup 本日冷汤

本日の冷製スープ
Today’s cold soup 本日冷汤

本日の冷製スープ

ガーリックライス or ライス or パン
Garlic rice or rice or Bread

蒜香米飯 or 米飯 or 面包

ガーリックライス or ライス or パン
Garlic rice or rice or Bread

蒜香米飯 or 米飯 or 面包

ガーリックライス or ライス or パン
Garlic rice or rice or Bread

蒜香米飯 or 米飯 or 面包デザート
Today's desert 本日甜点

コーヒー or 紅茶
Coffee or Black tea 咖啡 or 紅茶

国産黒毛和牛【150ｇ】
〈サーロイン or ヒレ〉

Japanenes Black wagyu Beef 〈Sirloin or Fillet〉
国産黑毛和牛（沙朗 or 里脊）

サラダ
Salad 沙拉

フォアグラのソテー
Foie gras sauté 嫩煎鹅肝佐

デザート
Today's desert 本日甜点

コーヒー or 紅茶
Coffee or Black tea 咖啡 or 紅茶

サラダ
Salad 沙拉

フォアグラのソテー
Foie gras sauté 嫩煎鹅肝佐

ロブスターの鉄板焼き
Lobster Teppanyaki 龙虾铁板烧

国産牛タン【60ｇ】
Japanenes beef tongue 国産牛舌

デザート
Today's desert 本日甜点

コーヒー or 紅茶
Coffee or Black tea 咖啡 or 紅茶

Silver 
お一人様
per person

お一人様
per person

お一人様
per person

■3 種類のコースからお選びいただけます。

■ご来店されてからのご注文はお時間を頂く場合がございます。

■ コース以外の単品メニューも多数取り揃えております。

■2 名様～同一のコースでお申し付け下さいませ。

You can choose from 3 kinds of rate charge.

It may also take a little while if order without booking on the day.

There is also a single menu other than the course.

You need to order at least two sets.
You can not choose different sets in one group.　

3 种套餐可以选择。

点餐之后可能需要时间准备。

套餐以外，提供单点菜单。

需點二人以上同一價位套餐。

海鮮２種 Select
Please choose from 
two types of seafood

海鲜铁板烧 请选择 2 种

・シータイガー
・帆立貝柱
・本日の鮮魚

・活鮑
・タラバガニ
・ツブ貝
・イカ

老虎虾
虾夷扇贝柱
本日鲜鱼
多罗波蟹
峨螺
活鲍鱼
鱿鱼

Sea tiger
Scallops
Today's fresh fish
King crab
Whelk
Abalone
Squid

リゾナーレフロント又は

内線 6350までお申し付けください。予約可能

国産黒毛和牛【150ｇ】
〈サーロイン or ヒレ〉

Japanenes Black wagyu Beef 〈Sirloin or Fillet〉
国産黑毛和牛（沙朗 or 里脊）

国産黒毛和牛【150ｇ】
〈サーロイン or ヒレ〉

Japanenes Black wagyu Beef 〈Sirloin or Fillet〉
国産黑毛和牛（沙朗 or 里脊）

海鮮 3 種 Select
Please choose from 

three types of seafood

海鲜铁板烧 请选择 3 种

・シータイガー
・帆立貝柱
・本日の鮮魚

・活鮑
・タラバガニ
・ツブ貝
・イカ

老虎虾
虾夷扇贝柱
本日鲜鱼
多罗波蟹
峨螺
活鲍鱼
鱿鱼

Sea tiger
Scallops
Today's fresh fish
King crab
Whelk
Abalone
Squid


