前菜

Ａｐｐｅｔｉｚｅｒ
￥1,700

クラゲの冷製

( 税抜価格￥1,546）

Ｊｅｌｌｙ Ｆｉｓｈ・ 海蜇皮

￥1,700

クラゲ ・ 鶏肉 ・ 胡瓜の盛り合わせ

( 税抜価格￥1,546）

Ｓｈｅｄｄｅｄ Ｃｈｅｉｋｅｎ ｗ/Ｓｌｉｃｅｄ Ｃｕｃｕｍｂｅｒ and Jelly Fish/ 拌三絲

￥1,500

★ 豚肉の薄切り 辛味にんにくソース

( 税抜価格￥1,364）

Ｓｌｉｃｅｄ Ｐｏｒｋ ｗ/Ｇａｒｌｉｃ Ｓaｕｃｅ・ 雲白肉

★ 蒸し鶏肉の四川風胡麻ソース

￥1,500

（バン ・ バン ・ ジー）

( 税抜価格￥1,364）

Ｓｔｅａｍｅｄ Ｃｈｅｉｋｅｎ ｗ/Ｓｅｓｏｍｅ Ｓｏｕｃｅ・ 棒々鶏

￥800

青島ピータン

( 税抜価格￥728）

Ｐｒｅｓｅｒｖｅｄ Ｅｇｇｓ・ 松花皮蛋

ふかひれ料理

Ｓｈａｒｋ`ｓ Ｆｉｎｓ
￥7,700

吉切ふかひれの姿煮 （1 枚）

( 税抜価格￥7,000）

Ｂｒａｉｓｅｄ Ｗｈｏｌｅ Shark's Finｓ・ 吉切排翅

￥5,500

毛鹿ふかひれの姿煮 （１枚）

( 税抜価格￥5,000）

Ｂｒａｉｓｅｄ Shark's Finｓ・ 紅焼排翅

表
、サービス料
が含まれております。
※示価格は全て消費税
★
※印で表示されている商品は辛い料理となっております。
10
％

10
％

野菜 ・ 豆腐料理

Ｖｅｇｅｔａｂｌｅｓ/Tｏｆｕ
￥1,300

青菜の炒め物

( 税抜価格￥1,182）

Ｓａｕｔｅｅｄ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｇｒｅｅｎ Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ・ 炒青菜

★ 茄子の唐辛子炒め 又は 甘味噌炒め
Ｓａｕｔｅｅｄ Ｅｇｇｐｌａｎｔ ｗ/Ｈｏｔ Ｒｅｄ Ｐｅｐｐｅｒｓor or Ｓｗｅｅｔ Ｓｏｙ-bean Paste ・ 玉香茄子

★ 土鍋入り麻婆豆腐
Ｂｒａｉｓｅｄ Ｔｏｆｕ ａｎｄ Ｐｏｒｋ Ｍｉｎｃｅ ｗ/Ｈｏｔ Ｒｅｄ Ｐｅｐｐｅｒ・ 麻婆豆腐

上海風 海鮮豆腐
Ｂｒａｉｓｅｄ Ｔｏｆｕ ａｎｄ Ｓｅａｆｏｏｄ Ｓｈａｎｇ-hai Style ・ 海鮮豆腐

￥1,300

( 税抜価格￥1,182）

￥1,300

( 税抜価格￥1,182）

￥1,600

( 税抜価格￥1,455）

￥1,600

タラバ蟹と豆腐の煮込み

( 税抜価格￥1,455）

Ｂｒａｉｓｅｄ Ｔｏｆｕ ｗ/Ｃｒａｂ Ｍｅａｔ・ 蟹粉豆腐

各種料理イメージ

Price includes 10% consumption tax
and 10% service charge.
Items with a red star are spicy.

スープ

Soup

タラバ蟹入りフカヒレスープ

（又は干し貝柱入りふかひれスープ）

Ｓｈａｒｋ`s Fins Soup(w/your selection of Drieb Scallop or Crad Meat) ・ 蟹粉魚翅湯

￥1,000

コーンスープ

( 税抜価格￥909）

Ｓｗｅｅｔ Ｃｏｒｎ Ｓｏｕｐ・ 玉米湯

￥1,300

五目野菜入り玉子スープ

( 税抜価格￥1,182）

Ｍｉｘ Ｖｅｇｅｔａｂｌｅｓ Ｓｏｕｐ・ 素什錦湯

海燕の巣スープ

￥3,000

（1 人前）

( 税抜価格￥2,728）

Ｂｉｒｄ`s Nest Soup

海老 ・ 蟹 ・ 海鮮料理

Shrimp/Crab/Seafood

★ 伊勢海老のチリソース
Braised Lobster ｗ/Chili Sauce ・ 乾焼龍蝦

★ 大海老のチリソース
Braised Prawns ｗ/Chili Sauce ・ 乾焼大蝦

★ 小海老のチリソース
Braised Shrimp ｗ/Chili Sauce ・ 乾焼蝦仁

Sauteed Shrimp w/Vegetables ・ 鮮炒蝦仁

蟹玉
Crab Meat ｗ/Scrambled Eggs ・ 芙蓉蟹蛋

イカと野菜のパームオイル炒め
Sauteed ｓquid and Vegetables w/Palm Oil
（醤油煮 ・ オイスターソース煮 ・ クリーム煮）
Braised Abalone （Choice of Cream,Soy Sauce,Chilｌ Pepper or Oyster Sauce) 紅焼鮑魚

大海老の XO 醤炒め 又は 塩味炒め
Braised Prawns ｗ/X.O Sauce ・ X.O 大蝦

￥5,100

( 税抜価格￥4,637）

￥2,000

( 税抜価格￥1,819）

￥1,450

( 税抜価格￥1,319）

￥1,450

( 税抜価格￥1,319）

￥1,200

( 税抜価格￥1,091）

￥1,450

( 税抜価格￥1,319）

￥1,700

( 税抜価格￥1,546）

￥2,000

( 税抜価格￥1,819）

表
、サービス料
が含まれております。
※示価格は全て消費税
★
※印で表示されている商品は辛い料理となっております。

小海老と野菜の塩味炒め

鮑の煮込み

￥2,200

( 税抜価格￥2,000）

10
％

10
％

Price includes 10% consumption tax
and 10% service charge.
Items with a red star are spicy.

料理イメージ

肉料理

Meat
￥1,705

ピーマンと豚肉の細切り炒め

( 税抜価格￥1,550）

Sauteed Shredded Pork ｗ/Green Pepper ・ 青椒肉絲

￥1,800

ピーマンと牛肉の細切り炒め

( 税抜価格￥1,637）

Sauteed Shredded Beef ｗ/Green Pepper ・ 青椒牛絲

★ キャベツと豚バラ肉の甘味噌炒め
Sauteed Cabbage and Pork Ribs w/Sweet Soy Bean Paste and Hot Red Peppers ・ 回鍋肉片

￥1,700

酢豚

( 税抜価格￥1,546）

Sweet and Sour Pork ・ 咕咾肉

★ 春雨と豚挽肉の辛味煮込み

￥1,300

( 税抜価格￥1,182）

Braised Minced Pork and Green Bean Noodles w/Hot Red Peppers ・ 肉末粉絲

￥1,700

角切り豚肉蒸し

（中国風豚バラ角煮）
Steamed Diced Pork ・ 東被扣肉

( 税抜価格￥1,546）

￥2,600

牛肉の鉄板焼きステーキ X.O 醤ソース

( 税抜価格￥2,364）

Beef Steak w/X.O Sauce

￥1,800

ニンニクの芽と牛肉の細切り炒め

( 税抜価格￥1,637）

Sauteed Shredded Beef ｗ/Garlic Stems ・ 蒜苗牛肉

￥1,500

カシューナッツと鶏肉の炒め

( 税抜価格￥1,364）

Sauteed Chicken ｗ/Cashew Nuts and Vegetables ・ 腰果鶏丁

表
、サービス料
が含まれております。
※示価格は全て消費税
★
※印で表示されている商品は辛い料理となっております。
10
％

￥1,500

ぎんなんと鶏肉の炒め

( 税抜価格￥1,364）

Sauteed Chicken w/Chestnuts and Vegetables ・ 白果鶏丁

北京ダック

（4 枚より承ります / お時間がかかりますので、 ご了承下さいませ）

Rost Duck Skin in Peking Style(4pieces) ・ 北京烤鴨

八宝菜
Chop suey ・ 八寶菜

鶏肉の唐揚げ

（骨なし）
Fried Chicken Pieces(boon less) ・ 軟炸子鶏

￥1,700

( 税抜価格￥1,546）

1枚

￥700

( 税抜価格￥637）

￥1,700

( 税抜価格￥1,546）

￥1,300

( 税抜価格￥1,182）

10
％

各種料理イメージ

Price includes 10% consumption tax
and 10% service charge.
Items with a red star are spicy.

おこげ ・ お粥 ・ 炒飯
Crisp Rice/Rice porridge/Fried Rice
三種の具入りあんかけ おこげ

（おこげ 2 枚入り）
Crisp Rice w/Porｋ,Shrimp and Sea Cucumber ・ 三鮮鍋巴

￥1,330

五目チャーハン

( 税抜価格￥1,209）

Fried Rice ｗ/Chop-suey ・ 什錦炒飯

￥1,530

蟹チャーハン

( 税抜価格￥1,391）

Fried Rice ｗ/Crab Meat ・ 蟹粉炒飯

海老 ・ イカ ・ 鶏肉のせチャーハン
Fried Rice ｗ/Chicken,Squid and Shrimp ・ 三鮮炒飯

白楽天オリジナル

￥1,600

( 税抜価格￥1,455）

HAKURAKUTEN Orignal

海鮮麻婆チャーハン
Fried Rice ｗ/Seafood Hot Red Pepper ・ 海鮮麻婆炒飯

ふかひれ ・ あんかけ鉄板焼きそば
Fried Noodles ｗ/Shark's Finｓ

ふかひれ ・ あんかけご飯
Shark's Finｓ ｗ/Rice

￥1,600

( 税抜価格￥1,455）

￥2,150

( 税抜価格￥1,955）

￥2,150

( 税抜価格￥1,955）

Noodles

五目うま煮そば
Soup Noodles ｗ/Chop-suey ・ 什錦湯麺

五目うま煮焼きそば
Fried Noodles w/Chop-suey ・ 什錦炒麺

チャーシュー麺
Soup Noodles ｗ/Chinese Roast Pork ・ 叉焼湯麺

★ すりゴマ入り辛子そば

（タンタン麺）

Noodle ｗ/Sesame and Hot Red Pepper Soup ・ 坦々麺
（塩味）

Soup Noodles ｗ/Mix Vegetables ・ 素菜湯麺

甘味噌入り挽肉そば

（ジャージャー麺 / つゆなし）

Noodle ｗ/Sweet Soy Bean Paste and Pork Mince in Sauce ・ 炸醤麺

フカヒレそば
Soup Noodles Shark`ｓ Fins ・ 魚翅湯麺

Price includes 10% consumption tax
and 10% service charge.
Items with a red star are spicy.

￥1,330

( 税抜価格￥1,209）

￥1,330

( 税抜価格￥1,209）

￥1,330

( 税抜価格￥1,209）

￥1,330

( 税抜価格￥1,209）

￥1,330

( 税抜価格￥1,209）

￥1,330

( 税抜価格￥1,209）

￥2,100

( 税抜価格￥1,909）

表
、サービス料
が含まれております。
※示価格は全て消費税
★
※印で表示されている商品は辛い料理となっております。

麺料理

野菜そば

￥2,400

( 税抜価格￥2,182）

10
％

10
％

点心
春巻き

Dim Sum
（2 本より承ります）

１本

小籠包

（２個より承ります）

１個

￥870

（６ケ）

( 税抜価格￥791）

Fried Pork Mince Balls Wrapped in Chinese Pastry (6 pieces) ・ 鍋貼餃子

焼売

￥620

（３ケ）

( 税抜価格￥564）

Steamed Pork Mince Balls Wrapped in Chinese Pastry (3 pieces) ・ 焼売

胡麻だんご

（２個より承ります）

１個

（２個より承ります）

Sweet Bean Buns (Please order 2 pieces or more) ・ 豆沙寿桃

中国パン

（１ケ）

Chinese Bred (1 pieces) ・ 花捲

表
、サービス料
が含まれております。
※示価格は全て消費税
★
※印で表示されている商品は辛い料理となっております。
10
％

10
％

デザート
杏仁豆腐
Almond Jelly w/Fruits ・ 杏仁豆腐

マンゴープリン
Mango Pudding ・ 花果布甸

バニラアイス
Ice Cream ・ 雪糕

ライチシャーベット
Lychee Sherbet ・ 茘枝雪糕

白楽天オリジナル杏仁豆腐
Cream Almond Jelly ・ 鮫原杏仁

南瓜アイス
Pumpkin Ice Cream

￥270

( 税抜価格￥246）

Sesame Buns (Please order 2 pieces or more) ・ 芝蔴球

桃まんじゅう

￥310

( 税抜価格￥282）

Steamed Bun w/Meat Gravy (Please order 2 pieces or more) ・ 小龍湯包

餃子

￥250

( 税抜価格￥228）

Spring Rolls （Please order 2 pieces or more) ・ 春巻

１個

￥270

( 税抜価格￥246）

￥250

( 税抜価格￥228）

Dessert
￥460

( 税抜価格￥419）

￥460

( 税抜価格￥419）

￥460

( 税抜価格￥419）

￥460

( 税抜価格￥419）

￥670

( 税抜価格￥609）

￥870

( 税抜価格￥791）

Price includes 10% consumption tax
and 10% service charge.
Items with a red star are spicy.

白楽天 お子様メニュー

Kid’s Menu
※12 歳以下のお子様限定とさせていただきます
※アレルギーをお持ちの場合はスタッフへご相談ください

￥1,600

お子様セット

( 税抜価格￥1,455）

鶏の唐揚げ
春巻き
ケチャップ玉子チャーハン
トウモロコシのスープ
桃まんじゅう
フルーツ入り杏仁豆腐
オレンジジュース
イメージ

￥3,100

( 税抜価格￥2,819）

大海老の卵白揚げ
鶏肉の炒め物
春巻き

10
％

ケチャップ玉子チャーハン
トウモロコシのスープ
桃まんじゅう

10
％

ココナッツまぶし白玉団子
杏仁豆腐
フルーツ
オレンジジュース

Price includes 10% consumption tax
and 10% service charge.
Items with a red star are spicy.

表
、サービス料
が含まれております。
※示価格は全て消費税
★
※印で表示されている商品は辛い料理となっております。

スペシャルセット

イメージ

