


2　海老のチリソース

3　青椒肉絲

4　麻婆豆腐（辛さ控えめ　又は　四川辛口麻婆）

5　酢豚

6   海老 とカシューナッツの塩味炒め

　  ※ご飯の大盛/お替りは無料

食後のデザートを下記からお選び下さい

  杏仁豆腐 ドリンク追加　+ 100円
  今月のデザート コーヒー（ホット / アイス）

ジャスミンティ-　(ホット / アイス）

1　 五目醤油あんかけ　（汁そば　又は　焼きそば）

2　 海鮮塩あんかけ　（汁そば　又は　焼きそば）

3　 担々麺 　（ごまたっぷり担々麺　又は　四川辛口担々麺）

4　  チャーシュー麺　（醤油味）

5     酸辣湯麺 　（サンラータンメン）

食後のデザートは下記からお選び下さい

　杏仁豆腐 ドリンク追加　+ 100円
　今月のデザート コーヒー（ホット / アイス）

ジャスミンティ-　(ホット / アイス）

※麺の大盛は+200円にて承ります

＊各メニューのアレルゲンに関するご案内は最終ページをご覧ください

1　唐揚げセット（唐揚げ・春巻き・海老のライスペーパー包み揚げ）

定食ランチセット

　　※小ごはん/スープをご希望の方は、係にお申し付けください（無料）

お1人様　1,000円（税込）

サラダ／ザーサイ／デザート付き

―　下記のメインディッシュよりお選びください　－

お1人様　1,000円（税込）

スープ／サラダ／ごはん／ザーサイ／デザート付き

―　下記のメインディッシュよりお選びください　－

お好み麺セット



1　 五目醤油あんかけご飯

2　 海鮮塩あんかけご飯

3　 チャーシュー五目炒飯

4    海老炒飯

食後のデザートは下記からお選び下さい

  杏仁豆腐 ドリンク追加　+ 100円
  今月のデザート コーヒー（ホット / アイス）

ジャスミンティ-　(ホット / アイス）

※炒飯の大盛は+200円にて承ります

食後のデザートは下記からお選び下さい

　杏仁豆腐
　今月のデザート

＊各メニューのアレルゲンに関するご案内は最終ページをご覧ください

ハーフサイズのあんかけ焼きそばにデザートとコーヒーが付きます

　　　　　1　五目醤油あんかけ焼きそば

お好みご飯セット

お1人様　1,000円（税込）

お1人様　1,000円（税込）

　－　下記のご飯料理よりお選びください　－　

スープ／サラダ／ザーサイ／デザート付き

あんかけ焼きそば　ハーフサイズセット

　　※小ごはんをご希望の方は、係にお申し付けください（無料）

―　下記から1品お選び下さい　―

　　　　　2　海鮮塩あんかけやきそば

スープ／サラダ／ザーサイ／デザート／コーヒー付き

あんかけ焼きそば（ハーフサイズ）



＊各メニューのアレルゲンに関するご案内は最終ページをご覧ください

美麗華弁当

人気のメニューを幕ノ内弁当風に！

サラダ／ザーサイ／スープ／ライス／デザート付

お任せ日替わり３品

　数量限定　1,000円（税込）

※写真はイメージです。

ドリンク追加 +100円(税込）

コーヒー （ホット/アイス）

ジャスミンティー （ホット/アイス）



　前菜2種盛り合わせ

　本日のスープ

　五目炒飯

　デザート

　コーヒー

※ご飯の大盛・お替りは無料

食後のデザートは下記からお選び下さい

　杏仁豆腐

　今月のデザート

よくばりランチセット

スープ／サラダ／ザーサイ／デザート／コーヒー付き

点心  3個・焼売  2個・春巻  1本・胡麻団子 1個

    15分～20分お時間を頂戴いたします

※ご注文を頂いてから蒸す為、

＊オプションとして+300円で蟹爪フライを追加できます。

　　　　　　　塩味炒め

下記から2品お選び下さい

1,600円（税込）

        ※写真はイメージです

点心セット

・海老とカシューナッツの

・酢豚

・青椒肉絲

・エビチリ

＊各メニューのアレルゲンに関するご案内は最終ページをご覧ください

　1,200円（税込）



　　ランチセットのデザート
　　マンゴープリン
　　バニラアイス

　・よくばりランチセット
　・飲茶ランチコース
　・美麗華ランチコース

上記のコースご注文限定です ※写真は2名様のイメージです

　アイスクリーム　　　　　 　　　　　　　200円

　シャーベット　　　　　 　　　　　　　　200円

　ごま団子　3個　　　　　　　　　　　　　300円

　※ご注文を頂いてから蒸す為、15分～20分お時間を頂戴いたします

デザート　

　杏仁豆腐　　　　　　　 　　　　　　　　200円

　今月のデザート　　　　　　　 　　　　　200円

ランチ限定のお得なミニ点心

　焼売　　　3個　　　　　　　　　　　　　300円

　蒸し餃子　3個　　　　　　　　　　　　　300円

　春巻　　　2本　　　　　　　　　　　　　300円

　小籠包　　3個　　　　　　　　　　　　　300円

グレードアップ・オプション　

　デザートグレードアップ　　（ランチセット）＋200円

　オプション蟹爪フライ 1個　　　　（コ―ス）＋300円

　・スペシャルランチ（土曜のみ）

＊各メニューのアレルゲンに関するご案内は最終ページをご覧ください

＜すべて消費税込みの料金となります＞



＊各メニューのアレルゲンに関するご案内は最終ページをご覧ください

飲茶ランチコース

お1人様　2.000円（税込）

オプションとして+300円で蟹爪フライを追加できます。

　　　　　　　　杏仁豆腐　胡麻団子

　　　　　　　　コーヒー

　　　　　　　　海老炒飯

　　　　　　　　中華五目スープ

　　　　　　　　前菜４種盛り合わせ

　　　　　　　　湯葉巻のオイスター餡かけ

　　　　　　　　飲茶5種盛り合わせ



＊各メニューのアレルゲンに関するご案内は最終ページをご覧ください

美麗華ランチコース　（2名様より）

お1人様　3.000円（税込）

オプションとして+300円で蟹爪フライを追加できます。

　　　　　　　黒酢の酢豚　（小サイズ）

　　　　　　　海老炒飯　又　麻婆豆腐（ミニライス付）

　　　　　　　杏仁豆腐　　胡麻団子

　　　　　　　コーヒー

　　　　　　　飲茶２種盛り合わせ

　　　　　　　前菜４種盛り合わせ

　　　　　　　蟹肉とフカヒレのスープ

　　　　　　　エビチリとエビマヨ　（小サイズ）

　　　　　　　湯葉巻のオイスター餡かけ



Glass Bottle

甕だし紹興酒　10年 500 -
Premier Shao shing wine 10 years

紹興酒  善醸仕込み 500 3,200
Premier Shao shing wine black label

紹興酒　5年 （600ml） - 3,000
Bottled Shao shing wine 5 years

紹興酒　10年（500ml） - 5,000
Bottled Shao shing wine 10 years

紹興酒　15年  (500ml） - 10,000
Bottled Shao shing wine 15 years

桂花陳酒 500 -
Jasmine Flavored wine

杏露酒 500 -
Chinese Apricot wine

梅酒 500 -
Plum wine

ハウスワイン（赤または白） 500 2,300
House wine (red or white)

ホテル厳選ワイン - 3,000 〜

スコッチウィスキー 600 4,000
House scotch whiskey

JALオリジナル芋焼酎「鶴空」 500 3,800
Original Imo Shochu "TSURUSORA"

麦焼酎 500 3,000
Mugi Shochu

芋焼酎 500 3,000
Imo Shochu

日本酒（大信州） 600 -
Local(Nagano) Sake

信州地酒　飲み比べ 1,000 -
Flight of Local(Nagano) Sake

生ビール 600 -
Draft beer

瓶ビール（中） - 800
Lagar beer

ノンアルコールビール - 400
Non alchol beer

コーラ 400 -
Coke 

ジンジャーエール 400 -
Ginger ale

オレンジジュース 400 -
Orange Juices

りんごジュース 400 -
Apple Juices

 ドリンク  

 Beverages

Selected wine (red or white)

＜すべて消費税込みの料金となります＞


