
季節のディナーコース 3/7 ～ 5/31

※ ２～８名様にて承ります。※ 表示価格はお一人様・税込みとなります。
※ 仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。

  0303 -  - 3713719 - 99 - 916161ご予約・ご相談

『  桂花（けいか）』
      11,000 円

旬の冷菜七種
フカヒレの姿煮
春野菜と紋甲イカ、帆立の塩炒め
牛ヒレ肉のブラックビーンズ炒め
北京ダック、春の山菜フリッター
鮮魚の広東風蒸し
本日の御飯
デザート

『  水仙（すいせん） 』
           6,600 円 

『  蓮華（れんげ） 』
         8,800 円

SINCE 1970 中國飯店 花壇

旬の冷菜八種
極上フカヒレの姿煮
春の野菜とイカ、ホタテの塩炒め
和牛ロースのブラックビーンズ炒め
ロブスターのチリソース
鮑のクリーム煮
鮮魚の広東風蒸し
本日の御飯
デザート二種

         15,000 円
『  贅沢（ぜいたく）』

２日前予約２日前予約

旬の冷菜五種　　　
グリーンピースと蟹のフカヒレスープ
春の野菜とイカの塩炒め
牛肉のクレープ巻き　
海老団子のクルトン揚げ
　　春の山菜フリッター
海老のチリソース
本日の御飯
デザート

旬の冷菜六種
蟹入りフカヒレの煮込み
春野菜と帆立の塩炒め
牛肉のブラックビーンズ炒め
蟹爪の揚げもの
　　春の山菜フリッター　
大海老の生クリーム仕立て
　　揚げ花巻添え
本日の御飯
デザート



飲み比べセット

紹興酒　熟成 飲み比べ
熟成年数の違う紹興酒を飲み比べして頂けます。
３年・８年・１２年・２０年　
３０cc×４種セット

2,200 円

イチローズモルト飲み比べ
世界的にも高評価なイチローズモルトから 
ダブルディスティラーズ・ミズナラウッドリザーブ
ワインウッドリザーブ・モルトアンドグレーン　
１５cc×４種セット

2,200 円

（価格は税込みです）

アイラモルト飲み比べ
近年人気上昇中のアイラ島から
ボウモア１２・アードベッグＴＥＮ・ブナハーブン１２
ラフロイグＰＸカスク　　　　
１５cc×４種セット

2,200 円

山崎 ・ 白州 ・ 響　飲み比べ
希少なリミテッドも！
山崎 2021 LIMITED・響 2021 ブロッサムハーモニー
山崎ＮＶ・白州ＮＶ　
１５cc×４種セット

３,３00 円

竹鶴 ・ 余市 ・ 宮城峡　飲み比べ
日本のウイスキーの父「マッサン」が育んだニッカから
竹鶴・余市・宮城峡・フロムザバレル
１５cc×４種セット

2,000 円

焼酎　３Ｍ　飲み比べ
希少な本格芋焼酎焼酎　３Ｍ　を揃えました。　
森伊蔵・魔王・村尾・その他日替わり１種
３０cc×４種セット

2,200 円

スペシャルな　飲み比べ
限定品・高額商品から日替わりで！（お好みはご相談ください）
日替わりの一例　
オクトモア12.1　山崎 2021 LIMITED
イチローズモルト LIMITED・響 2021 ブロッサムハーモニー
１５cc×４種セット

5,５00 円



セレクトウイスキーメニュー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２３年２月現在
※量は　３０ｃｃ・ １５ｃｃ　どちらかお選びください。※この他約１５０種類については順次提供予定です。
基本はストレートで提供いたします。 氷、 水、 ソーダのご希望はお申し付けください。

希少品 産地 銘柄１ 銘柄２ 特徴 ３０ｃｃ １５ｃｃ

★ 日本 サントリー　山崎 ＮＶ ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,000 600

★★ 日本 サントリー　山崎 １２年 ｼﾝｸﾞﾙモルト 2,000 1,200

★★ 日本 サントリー　山崎 ＬＴＤ ｼﾝｸﾞﾙモルト 2,000 1,200

★★★ 日本 サントリー　山崎 １８年 ｼﾝｸﾞﾙモルト 4,000 2,400

★ 日本 サントリー　白州 NV ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,000 600

★★ 日本 サントリー　白州 １２年 ｼﾝｸﾞﾙモルト 2,000 1,200

★★★ 日本 サントリー　白州 １８年 ｼﾝｸﾞﾙモルト 4,000 2,400

★ 日本 サントリー　響 NV ブレンデッド 1,000 600

★ 日本 サントリー　響 ブレンダーズチョイス ブレンデッド 2,000 1,200

★★ 日本 サントリー　響 ＬＴＤ２０２１ ブレンデッド 2,000 1,200

★★★ 日本 サントリー　響 ２１年 ブレンデッド 4,000 2,400

日本 ニッカ　竹鶴 ＮＶ ｼﾝｸﾞﾙモルト 900 540

日本 ニッカ　余市 ＮＶ ｼﾝｸﾞﾙモルト 900 540

日本 ニッカ　宮城峡 ＮＶ ｼﾝｸﾞﾙモルト 900 540

日本 ニッカ　ＳＥＳＳＩＯＮ ブレンデッド 900 540

日本 ニッカ　フロムザバレル ブレンデッド 900 540

日本 ニッカ　ザニッカ ブレンデッド 1,500 900

日本 イチローズ モルトアンドグレーン ブレンデッド 900 540

★★ 日本 イチローズ ミズナラウッドリザーブ ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

★★ 日本 イチローズ ワインウッドリザーブ ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

★★ 日本 イチローズ ダブルディスティラリーズ モルト 1,500 900

★ 日本 イチローズ クラシカル ブレンデッド 1,500 900

★★★ 日本 イチローズ リミテッドエディション ブレンデッド 2,000 1,200

★★ 日本 長濱　ＡＭＡＨＡＧＡＮ INAZUMA ブレンデッド 1,000 600

日本 長濱　ＡＭＡＨＡＧＡＮ ＷＭ　山桜 ブレンデッド 1,000 600

★★ 日本 ＭＡＲＳ　駒ヶ岳 ＩＰＡ２０２２ ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

★★ 日本 ＭＡＲＳ　津貫 2022 ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

花壇 花壇オリジナル 水楢 ブレンデッド 800 480

花壇 花壇オリジナル 山桜 ブレンデッド 800 480

花壇 花壇オリジナル アメリカンオーク ブレンデッド 800 480

花壇 花壇オリジナル 白州オーク ブレンデッド 800 480



セレクトウイスキーメニュー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２３年２月現在
※量は　３０ｃｃ・ １５ｃｃ　どちらかお選びください。※この他約１５０種類については順次提供予定です。
基本はストレートで提供いたします。 氷、 水、 ソーダのご希望はお申し付けください。

希少品 産地 銘柄１ 銘柄２ 特徴 ３０ｃｃ １５ｃｃ

★★ アイラ島 ラフロイグ ＰＸカスク ピート強 1,500 900

アイラ島 ボウモア 10年　ダークインテンス ピート強 1,500 900

★★ アイラ島 アードベック ＡＮ　ＯＨ ピート強 1,500 900

アイラ島 アードベック ウーガダール ピート強 1,500 900

アイラ島 アードベック 5年　ウィー　ビースティー ピート強 1,000 600

アイラ島 アードベック コリーヴレッカン ピート強 1,500 900

★★ アイラ島 ラガブーリン 16年 ピート強 1,500 900

★★★ アイラ島 オクトモア 12.1 ピート強 3,000 1,800

★★ アイラ島 ジョニーウォーカー １２年　アイラオリジン ピート強 1,000 600

アイラ島 ブナハーブン １２年 ノンピート 1,500 900

アラン島 アラン １０年 ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,000 600

★ アラン島 アラン シェリーカスク ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

アラン島 アラン ロバートバーンズ　ｼﾝｸﾞﾙモルト ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,000 600

アラン島 アラン クォーターカスク ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

★ アラン島 アラン マクリームーア　ｶｽｸｽﾄﾚﾝｸﾞｽ ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

★ アラン島 アラン マクリームーア　４６° ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

ハイランド デュワーズ １５年 ブレンデッド 1,500 900

ハイランド デュワーズ ８年　カリビアン ブレンデッド 1,000 600

ハイランド デュワーズ ８年　イリーガル ブレンデッド 1,000 600

スペイサイド グレンリベット １２年　ライセンスドドラム ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

ハイランド ネイキッドグラウス ブレンデッド 1,500 900

★★ ハイランド アードナムルッカン 10.21.06 ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900

★ アイリッシュ ティーリング シングルグレーン１３ ｼﾝｸﾞﾙｸﾞﾚｰﾝ 1,500 900

アイリッシュ ティーリング シングルモルト ｼﾝｸﾞﾙモルト 1,500 900
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