
ランチ弁当ランチ弁当ランチ弁当ランチ弁当メニューメニューメニューメニュー 

午午午午市弁当套餐市弁当套餐市弁当套餐市弁当套餐    
Lunch Bento Set Menu 

 
 
 

和牛グリルおろし和え 弁当 
燒和牛便當 

Grilled Wagyu beef bento 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$450 
 

宮崎黒豚お風焼き 弁当 

宮崎燒黑豚紫蘇風味便當 

Miyazaki kurobuta bento 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$290 
 

鰻の蒲焼 弁当 

蒲燒鰻魚便當 

Grilled eel bento 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$340 
 

鮭の西京焼き弁当 

三文魚西京燒便當 

Grilled Salmon bento 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$360 
 
 

和牛すき焼き定食 

和牛壽喜燒定食 

Wagyu beef sukiyaki set 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$360 
 

 

コーヒーまたはアイスリ-ム 
即磨咖啡或雪糕 

Freshly brewed coffee or ice-cream 
 
 

10％のサービス料が別途加算されます。 
另加一服務費 

All prices are subject to 10% service charge 
如果您對任何食物有過敏症狀，請在點餐之前通知您的服務員 

If you have allergies to any food, 
Please inform your service staff before ordering 

ランチセットメニューランチセットメニューランチセットメニューランチセットメニュー 

午市套餐午市套餐午市套餐午市套餐    
Lunch Set Menu 

 
 
 

お刺身 定食(5 点盛) 
刺身定食 (５款) 

Deluxe assorted sashimi (5 kinds) 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$420 
 

お寿司 定食(8 種盛) 

寿司定食 (8 款) 
Deluxe assorted sushi (8 kinds) 

セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 
套餐包括沙律及麵豉湯 

Lunch set including salad and miso soup 
$420 

 
天麩羅 定食 

天婦羅定食 
Assorted tempura set 

With choice of assorted sashimi or sushi 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$490 
 

ちらし丼 

雜錦魚生飯 
Assorted sashimi with rice 

セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$390 
 

うにねぎとろ丼 

海膽碎吞拿魚飯 

Sea urchin and minced tuna with rice 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$780 
 

コーヒーまたはアイスリ-ム 
即磨咖啡或雪糕 

Freshly brewed coffee or ice-cream 

 
10％のサービス料が別途加算されます。 

另加一服務費 
All prices are subject to 10% service charge 

如果您對任何食物有過敏症狀，請在點餐之前通知您的服務員 
If you have allergies to any food, 

Please inform your service staff before ordering 

    



ランチランチランチランチ弁当メニュー弁当メニュー弁当メニュー弁当メニュー 

午市弁当套餐午市弁当套餐午市弁当套餐午市弁当套餐    
Lunch Bento Set Menu 

 
 
 

和牛フィレ肉ニンニク炒め 弁当 

香蒜和牛便當 
Wagyu beef fillet with garlic bento 

セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$450 
 

和牛山椒焼き 弁当 

山椒燒和牛便當 
Wagyu beef marinated with sansho bento 

セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$450 
 

銀だらの西京焼き 弁当 

銀鱈魚西京燒便當 

Grilled sliver cod fish bento 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$360 

 
塩麹チキン焼き 弁当 

鹽麴燒雞扒便當 
Grilled Chicken bento 

セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$320 
 

和牛すき焼き定食 

和牛壽喜燒定食 

Wagyu beef sukiyaki set 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$360 
 

コーヒーまたはアイスリ-ム 
即磨咖啡或雪糕 

Freshly brewed coffee or ice-cream 
 

10％のサービス料が別途加算されます。                                                                                                                                    
另加一服務費 

All prices are subject to 10% service charge 
如果您對任何食物有過敏症狀，請在點餐之前通知您的服務員 

If you have allergies to any food, 
Please inform your service staff before ordering 

    

ランチセットメニューランチセットメニューランチセットメニューランチセットメニュー 

午市套餐午市套餐午市套餐午市套餐    
Lunch Set Menu 

 
 
 

お刺身 定食 (5 点盛) 
刺身定食 (5 款) 

Deluxe assorted sashimi (5 kinds) 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$420 
 

お寿司 定食 (8 種盛) 

寿司定食 (8 款) 
Deluxe assorted sushi (8 kinds) 

セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 
套餐包括沙律及麵豉湯 

Lunch set including salad and miso soup 
$420 

 
天麩羅 定食 

天婦羅定食 

Assorted tempura set 
With choice of assorted sashimi or sushi 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$490 
 

ちらし丼 

雜錦魚生飯 

Assorted sashimi with rice 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$390 
 

うにねぎとろ丼 

海膽碎吞拿魚飯 

Sea urchin and minced tuna with rice 
セットメニューにはサラダと味噌が含まれています 

套餐包括沙律及麵豉湯 
Lunch set including salad and miso soup 

$780 
 

コーヒーまたはアイスリ-ム 

即磨咖啡或雪糕 

Freshly brewed coffee or ice-cream 
 

10％のサービス料が別途加算されます。 
另加一服務費 

All prices are subject to 10% service charge 
如果您對任何食物有過敏症狀，請在點餐之前通知您的服務員 

If you have allergies to any food, 
Please inform your service staff before ordering 

    



ランチランチランチランチラーメンラーメンラーメンラーメンメニュメニュメニュメニューーーー    

午市拉麺套餐午市拉麺套餐午市拉麺套餐午市拉麺套餐    
Lunch Ramen Set Menu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

豚肉ラーメンセット 

豚肉拉麺定食 

Pork ramen set 
お寿司またはとり唐揚げ 

套餐包括壽司或炸雞 
Ramen including sushi or chicken cutlet 

$238 

    

    
 

地獄のスパイシ-ラーメンセット 

地獄辣味拉麺定食 

Hell spicy ramen set 
お寿司またはとり唐揚げ 
套餐包括壽司或炸雞 

Ramen including sushi or chicken cutlet 

$238 
 

    
 

 

 

季節のフルーツまたはアイスリ-ム 

季節水果或雪糕 

Seasonal fruit or ice-cream 
 
 

 

 

 

 
 

10％のサービス料が別途加算されます。                                                                                                                                        
另加一服務費 

All prices are subject to 10% service charge 
 

如果您對任何食物有過敏症狀，請在點餐之前通知您的服務員 
If you have allergies to any food, 

Please inform your service staff before ordering 

 

 

 

 

    

ランチランチランチランチおまかせおまかせおまかせおまかせ    

午市午市午市午市廚師精選廚師精選廚師精選廚師精選    
Lunch Omakase 

 

 

 

 

 

 

野菜サラダ 

和風沙律 

Vegetable salad 
 

 

お刺身 (2 点盛) 

刺身(2 款) 
Sashimi (2 kinds) 

 
 

お寿司 (8 種盛) 

壽司(8 款) 
Sushi (8 kinds) 

 

 

魚のスープ稲庭うどん 

魚湯稻庭烏冬 
Inaniwa udon in fish soup 

$680 
 
 
 

コーヒーまたはアイスリ-ム 
即磨咖啡或雪糕 

Freshly brewed coffee or ice-cream 

 
 

 

 

 
10％のサービス料が別途加算されます。                                                                                                            

另加一服務費 
All prices are subject to 10% service charge 

 
如果您對任何食物有過敏症狀，請在點餐之前通知您的服務員 

If you have allergies to any food, 
Please inform your service staff before ordering 

 

 

 

 

 

 

 


