
 
           北海道 クラブ メニュー 

Hokkaido Crab Menu  
 

前菜 | Appetizer | 前菜 
北海道毛ガニ酢 

Hokkaido Vinegared Hairy Crab 
北海道毛蟹醋物 

 
お造り | Sashimi | 刺身 

宮城県ヒラメ | 愛媛県シマアジ | 北海道ホッキ貝 
Miyagiken Flounder | Ehimeken Striped Jack | Hokkaido Surf Clam 

宮城縣左口魚 | 愛媛縣縞縿魚 | 北海道北寄貝 
 

天ぷら | Tempura | 天扶良 
九州エビ | 北海道タラバのり巻き | 北海道カボチャ | 茨城県加賀レンコン 

Kyushu Shrimp | Seaweed Rolled with Hokkaido King Crab 
 Hokkaido Pumpkin | Ibarakiken Lotus Root 

九州蝦 | 北海道鱈場蟹肉紫菜卷 | 北海道南瓜 | 茨城縣加賀蓮藕 
 
 

鉄板焼 | Teppanyaki | 鐵板燒 
北海道タラバガニの脚 
Hokkaido King Crab Leg 

北海道鱈場蟹腳 
 

お食事 | Rice Set | 飯類 
北海道毛ガニ釜めし 

Kamameshi Rice with Hokkaido Hairy Crab  
北海道毛蟹肉釜飯 

 
漬物 | 味噌汁 

Served with Pickles and Miso Soup 
配香菜 | 麵豉湯 

 
デザート | Dessert | 甜品 

日本季節の果物 
Seasonal Japanese Fruit 

季節日本生果 
 

$2,800 (ニ人前 | For Two Per Person | 兩位用) 
 

お客樣の食物アレルギーの場合はスタッフにご相談ください 
If you have any food allergies | please inform our staff 

如閣下對任何食物產生敏感 | 請直接與本餐廳職員聯絡 
 

このメニューは他のプロモーションと組み合わせることはできません 
Cannot be used in conjunction with other discount 

此套餐不能與其它折扣同時使用 
 

上記料金に 10％のサービス料が加算されます 
All prices are subject to 10% service charge  

另加一服務費 



北海道 毛ガニ | 松葉ガニ | タラバガニの饗宴 
Hokkaido Hair Crab | Snow Crab | King Crab Feast  

 

             前菜 | Appetizer | 前菜 

北海道毛ガニ酢 

Hokkaido Vinegared Hairy Crab | 北海道毛蟹醋物 

 

お造り | Sashimi | 刺身 

北海道松葉ガニ造り 

Hokkaido Snow Crab Sashimi | 北海道松葉蟹刺身 

  

天ぷら | Tempura | 天扶良 

北海道タラバの脚天ぷら 

Hokkaido King Crab Leg Tempura | 北海道鱈場蟹腳天婦羅 

 

煮物 | Simmered | 煮物 

タラバのガニカバー卵とウニとトリュフペースト入れる 

King Crab Cover with Eggs and Sea Urchin and Truffle Paste 

鱈場蟹蓋海膽松露蒸蛋 

 

焼物 | Grilled | 燒物 

北海道タラバガニの脚塩焼き | Hokkaido King Crab Leg with Salt 

北海道鱈場蟹腳塩燒 

又は Or 或  

鉄板焼 | Teppanyaki | 鐵板燒 

北海道タラバガニの脚 

Hokkaido King Crab Leg 

北海道鱈場蟹腳 

 

鍋物 | Hot Pot | 鍋物 

北海道松葉ガニしゃぶしゃぶ | Hokkaido Snow Crab Shabu Shabu 

北海道松葉蟹涮涮鍋 

 

お食事 | Rice Set | 飯類 

北海道毛ガニ釜めし 

Kamameshi Rice with Hokkaido Hairy Crab 

北海道毛蟹釜飯 

 

漬物 | 味噌汁 

Served with Pickles and Miso Soup 

配香菜 | 麵豉湯 

 

デザート | Dessert | 甜品 

愛知県アーモンド豆腐十勝赤豆添え 又は 日本季節の果物 

Aichiken Almond Tofu with Tokachi Red Bean or Japanese Seasonal Fruit 

愛知県杏仁豆腐伴十勝紅豆 或 日本季節生果 

 

$8,888 (四人前 | For Four Per Person | 四位用) 

 

お客樣の食物アレルギーの場合はスタッフにご相談ください 

If you have any food allergies | please inform our staff 

如閣下對任何食物產生敏感 | 請直接與本餐廳職員聯絡 

このメニューは他のプロモーションと組み合わせることはできません 

Cannot be used in conjunction with other discount 

此套餐不能與其它折扣同時使用 

上記料金に 10％のサービス料が加算されます 

All prices are subject to 10% service charge  

另加一服務費 


