起鳳臺精選介紹
ヘイフンテラスおすすめ料理
Signature Dishes
健康美食
“ナチュラリー ペニンシュラ”健康志向のお料理
“Naturally Peninsula” light and healthy cuisine

帝 皇 宴

特 級 茗 茶 最高級中国茶 PREMIER CHINESE TEAS

インペリアルメニュー

The Imperial Menu
起鳳臺四喜拼盤
ヘイフンテラスオリジナル焼き物入り前菜盛り合わせ
Chef’s recommend special appetizer combination
金腿絲九王油泡多寶魚
天然石平目と金華ハム 黄韮のあっさり炒め
Stir-fried fillet of flounder with shredded Kam Wah ham and yellow chives
蟲草花膠海中寶
魚の浮き袋と山海珍味
冬虫夏草入り極上頂湯蒸しスープ
Double-boiled cordyceps with fish maw, sea cucumber and dried scallops in clear broth
蠔皇扣三十頭吉品三色蟹肉卷
吉浜産三十頭干し鮑のオイスターソース煮込み タラバ蟹入り野菜巻きを添えて
Braised whole Yoshihama dried abalone and vegetable roll with king crab in oyster sauce
豉汁鮮菌牛柳粒
黒毛和牛フィレ肉のサイコロステーキ 黒豆ソース炒め
Wok-fried diced beef fillet with black bean sauce and fresh mushrooms
芝士牛油虎蝦伴手工拉麵
活車海老の上湯チーズ風味あんかけコラーゲン麺
Sautéed tiger prawn in superior soup and cheese served with braised noodles
燕窩鮮果楊枝甘露
燕の巣とグレープフルーツ マンゴー入りココナッツミルク
Chilled sago cream with superior bird’s nest, grapefruit and mango
美點双輝
二種中国菓子盛り合わせ
Chinese petit fours
32,880

精 選 香 茗
ティーマスターの
おすすめ
SPECIAL SELECTED
TEA
蘭花烏龍
特製蘭ウーロン茶
Orchid Oolong
1,680
杭州珍珠菊花
イエロークリサンセマム
Hangzhou Baby
Chrysanthemum
1,380
綠 茶
リョクチャ
GREEN TEA
Non-Fermented
獅峰明前龍井
浙江省シホウロンジン
Xifeng Long Jin
1,380
茉莉龍珠
福建省産
ジャスミンパール
Jasmine Dragon Pearl
1,180

烏 龍
ウーロン
OOLONG TEA
Semi-Fermented

普 洱
プーアール
PU ER-STYLE TEA
Heavily-Fermented

台灣凍頂烏龍
台湾凍頂山産ウーロン
Taiwan Dong Ding Oolong
1,380

雲南不知年普洱
雲南産
フチネンプーアール
Yunnan Age Unknown
Pu Er
1,280

安溪極品鐵觀音
福建省安渓県産
極上テッカンノン
Anxi Supreme
Ti Guan Yin
1,380
潮安鳳凰單欉水仙
潮安鳳凰山産
ホウオウタンソウスイセン

Chaoan Phoenix Mount
Shu Xian
1,280

菊花普洱
キッカプーアール
Chrysanthemum
Pu Er
1,380
桂花六安
特製キンモクセイ茶
Anhui Osmanthus
Liu An
1,080
工 藝 茶

白 茶
ハクチャ
WHITE TEA
Lightly-Fermented

工芸茶
ORGANIC ART TEA

高 級 白 牡 丹
福建省高級ハクボタン
Super White Peony
1,080

百 年 好 合
バイニャンハオホウ
Flower Blossom Art
Green Tea
1,280

價格已包括税金 另加一點五服務費
料金には消費税が含まれており、別途 15％のサービス料を加算させていただきます。

Price includes consumption tax and is subject to a 15% service charge.

價格已包括税金 另加十五點服務費
料金には消費税が含まれており、別途 15%のサービス料を加算させていただきます。

Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.

甜 品
デザート

デラックスメニュー

Dessert

Deluxe Menu

精 選 套 餐

珍珠蜜瓜布甸 (每位)
1,180
ハニーデューメロンのプリン タピオカとクインシーメロンソース (一名様)
Chilled honey dew melon pudding with tapioca and melon juice (per person)
紅豆沙湯丸 (每位)
白玉団子入り小豆のお汁粉 (一名様)
Sweetened red bean soup with rice dumpling (per person)

1,080

杏仁豆腐 (每位)
ヘイフンテラスオリジナル杏仁豆腐 (一名様)
Chilled almond jelly (per person)

1,180

椰香紫米露 (每位)
黒米とタピオカ入りココナッツミルク (一名様)
Chilled sweetened purple glutinous rice cream with coconut milk (per person)

980

香芒糯米糍 (三件)
完熟マンゴー入りココナッツ団子 (三個)
Glutinous rice balls filled with fresh mango (3 pieces)

1,080

鮮果拼盤 (每位)
フレッシュフルーツの盛り合わせ (一名様)
Fresh fruits platter (per person)

2,080

起鳳一品拼盤
ヘイフンテラス特製焼き物入り盛り合わせ前菜
Hei Fung Terrace barbecued meat combination
高湯竹笙黄耳官燕
燕の巣とキヌガサ茸 カキガラ茸入り蒸しスープ
Double-boiled superior bird’s nest with mixed fungus in chicken broth
上湯芝士焗龍蝦球
活伊勢海老の上湯炒め煮
Sautéed lobster in superior soup
蠔皇扣鮮鮑魚配蒸醸羊肚菌
新鮮鮑のやわらか煮込み モリーユ茸と豚挽き肉の合わせ蒸し添え
Braised whole abalone and steamed minced pork with morels
蝦湯海鮮燴手工拉麵
ハタ 帆立貝入りロブスタースープのあんかけ コラーゲン麺
Braised noodles with grouper and scallops served in lobster soup
凍香芒布甸拼椰香奶黃酥
マンゴープリンとココナッツ風味カスタード焼き菓子
Chilled mango pudding accompanied with baked coconut and egg yolk puff

19,880

價格已包括税金 另加一點五服務費
價格已包括税金 另加一點五服務費
料金には消費税が含まれており、別途 15％のサービス料を加算させていただきます。

Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.

料金には消費税が含まれており、別途 15％のサービス料を加算させていただきます。

Price includes consumption tax and is subject to a 15% service charge.

素 食 菜 譜
ベジタリアンメニュー

甜 品
デザート

Vegetarian Menu

Dessert
上素拼盤
精進前菜盛り合わせ
Vegetarian appetizer combination
原盅燉素佛跳牆
野菜と山の珍味入り蒸しスープ
Premium seasonal vegetable soup with mixed mushrooms
黑松露醬羊肚菌炆豆腐
揚げ豆腐とモリーユ茸の黒トリュフ煮込み
Braised bean curd and morels with black truffle sauce

金瓜官燕蒸乳酪
燕の巣の豆乳茶碗蒸し カボチャのソース
Steamed soy milk with superior bird’s nest with pumpkin sauce
素菜粒五穀米炒飯
彩り野菜と五穀米チャーハン
Fried five grains rice with diced seasonal vegetables
鮮果香芒布甸
完熟マンゴープリン
Chilled mango pudding

杏汁燉官燕 (每位)
燕の巣入りアーモンドシロップ蒸し (一名様)
Double-boiled superior bird’s nest in almond cream (per person)
椰汁鮮奶紅豆糕 (二件)
紅豆とココナッツミルクムース抹茶ソース (二個)
Chilled red bean rice cake with coconut juice and fresh milk
served with Japanese green tea (2 pieces)
脆炸奶黃包 (三件)
カスタード入り揚げ饅頭 (三個)
Deep-fried egg yolk buns (3 pieces)
出爐雞蛋撻 (三件)
カスタードクリームのエッグタルト 香港スタイル(三個)
Baked flaky custard tart in Hong Kong style (3 pieces)

價格已包括税金 另加一點五服務費
Price includes consumption tax and is subject to a 15% service charge.

880

1,080

980

楊枝灑甘露 (每位)
グレープフルーツとマンゴー タピオカ入りココナッツミルク (一名様)
Chilled sago cream with grapefruit and mango juice (per person)

1,280

凍香芒布甸 (每位)
完熟マンゴープリン (一名様)
Chilled mango pudding (per person)

1,680

8,880

料金には消費税が含まれており、別途 15％のサービス料を加算させていただきます。

7,880

價格已包括税金 另加一點五服務費
料金には消費税が含まれており、別途 15％のサービス料を加算させていただきます。

Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.

點心
点心
Dim Sum
上湯金魚餃 (二件)
白身魚と海老入り金魚型蒸し餃子 上湯ソースと共に (二個）
Steamed minced fish and shrimp dumpling served with clear broth
(2 pieces)

廚師菜譜
920

920
黑松露蟹王帶子餃(二件)
アスパラと蟹肉 帆立貝の蒸し餃子 トリュフの香り (二個）
Steamed scallop and crab coral dumpling in black truffles sauce (2 pieces)
竹笙野菌上素餃 (二件)
キヌガサ茸と旬のキノコ入り蒸し餃子 (二個）
Steamed vegetarian dumpling with bamboo fungus
and assorted wild mushrooms (2 pieces)

780

シェフメニュー
Chef’s Menu

點心拼燒味
手作り点心二種と焼き物入り前菜盛り合わせ
Two kinds of selected signature dim sum accompanied with barbecued meat combination
蔬菜燴蟹肉竹笙
タラバ蟹肉とキヌガサ茸入り野菜のとろみスープ
Vegetable thick soup with crab meat and bamboo fungus
椒鹽星斑球拼蝦球帶子
車海老と帆立貝の炒め 石垣島産東星ハタのスパイシーソルト炒め添え
Stir-fried prawns and scallops with yellow chives
accompanied by sautéed grouper fillet in spicy salt

水晶鮮蝦餃 (二件)
新鮮海老と竹の子入り蒸し餃子 (二個）
Steamed shrimps dumpling with bamboo shoots (2 pieces)

880

荔茸酥炸芋角(二件)
タロイモの五目蜂の巣揚げ(二個）
Deep-fried taro puff with shrimps, pork black mushrooms (2 pieces)

880

鮑魚珍珠雞 (每位)
鮑ともち米の蓮の葉包み蒸し (一名様)
Steamed glutinous rice with abalone wrapped in lotus leaf (per person)

1,480

生菜鴨粒叉燒炒飯
チャーシューとローストダック入りチャーハン
Fried rice with diced duck and barbecued pork
鮮果杏仁豆腐
フルーツ入りヘイフンテラスオリジナル杏仁豆腐
Chilled almond jelly with fresh fruit

5,680

價格已包括税金 另加一點五服務費
料金には消費税が含まれており、別途 15%のサービス料を加算させていただきます。

Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.

價格已包括税金 另加一點五服務費
料金には消費税が含まれており、別途 15%のサービス料を加算させていただきます。

Price includes consumption tax and is subject to a 15% service charge.

點心菜譜
点心ランチメニュー
Dim Sum Lunch Menu
青森蘋果叉燒酥, 酥炸皮蛋蝦卷, 鮑魚菜肉焼売, 鮮蝦石莼餃
青森県産りんご入りチャーシューパイ
海老とピータンの衣揚げ
鮑と野菜入りシューマイ
石垣島産アオサ入り海老蒸し餃子
Baked barbecued pork and Aomori apple puff
Deep-fried shrimp and thousand years egg roll
Steamed pork Shu Mai with abalone and vegetables
Steamed minced shrimp dumpling with sea lettuce
酸辣水雲素絲羹
石垣島産生もずくと彩り野菜入り四川風酸辣スープ
Hot and sour seasonal vegetable soup with Japanese seaweed
鮑汁瑤柱腐皮卷
干し貝柱 豚肉と海老の湯葉巻き 特製鮑ソース
Braised bean curd sheet rolled with minced pork, conpoy and shrimp in abalone sauce

點心
点心
Dim Sum
官燕蟹肉竹笙灌湯餃 (每位)
燕の巣 キヌガサ茸 蟹肉入り餃子の上湯スープ蒸し (一名様)
Crab meat and bamboo fungus dumpling with bird’s nest
in supreme soup (per person)
香煎付皮卷(二件)
牛肉と玉葱入り湯葉巻き (二個）
Pan-fried bean curd sheets rolled with beef and onions (2 pieces)
青森蘋果叉燒酥 (二件)
青森県産りんご入りチャーシューパイ (二個）
Baked barbecued pork and Aomori apple puffs (2 pieces)
蜜汁叉燒包 (二件)
チャーシュー入り饅頭 (二個）
Steamed barbecued pork buns (2 pieces)

五香牛肉手工拉麺
やわらかく煮込んだ牛肉入りつゆそば
Stewed beef in noodle soup

鮮肉小籠包 (二件)
小籠包 (二個）
Steamed pork dumpling Shanghai-style (2 pieces)

楊枝甘露凍豆腐
グレープフルーツとマンゴー入りココナッツミルクと冷しアーモンドゼリー
Chilled bean curd jelly topped with sago cream with mango and grapefruit

蟹肉蝦春巻 (二件)
蟹肉と海老入り春巻き (二個）
Spring rolls with crab meat and shrimps (2 pieces)

4,680
價格已包括税金 另加一點五服務費

價格已包括税金 另加一點五服務費

料金には消費税が含まれており、別途 15％のサービス料を加算させていただきます。

料金には消費税が含まれており、別途 15％のサービス料を加算させていただきます。

Price includes consumption tax and is subject to a 15% service charge.

Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.

2,680

880

800

720

880

800

特 級 茗 茶 最高級中国茶 PREMIER CHINESE TEAS
精 選 香 茗
ティーマスターの
おすすめ
SPECIAL SELECTED
TEA
蘭花烏龍
特製蘭ウーロン茶
Orchid Oolong
1,680
杭州珍珠菊花
イエロークリサンセマム
Hangzhou Baby
Chrysanthemum
1,380
綠 茶
リョクチャ
GREEN TEA
Non-Fermented
獅峰明前龍井
浙江省シホウロンジン
Xifeng Long Jin
1,380
茉莉龍珠
福建省産
ジャスミンパール
Jasmine Dragon Pearl
1,180

烏 龍
ウーロン
OOLONG TEA
Semi-Fermented

普 洱
プーアール
PU ER-STYLE TEA
Heavily-Fermented

台灣凍頂烏龍
台湾凍頂山産ウーロン
Taiwan Dong Ding Oolong
1,380

雲南不知年普洱
雲南産
フチネンプーアール
Yunnan Age Unknown
Pu Er
1,280

安溪極品鐵觀音
福建省安渓県産
極上テッカンノン
Anxi Supreme
Ti Guan Yin
1,380
潮安鳳凰單欉水仙
潮安鳳凰山産
ホウオウタンソウスイセン

Chaoan Phoenix Mount
Shu Xian
1,280

菊花普洱
キッカプーアール
Chrysanthemum
Pu Er
1,380
桂花六安
特製キンモクセイ茶
Anhui Osmanthus
Liu An
1,080
工 藝 茶

白 茶
ハクチャ
WHITE TEA
Lightly-Fermented

工芸茶
ORGANIC ART TEA

高 級 白 牡 丹
福建省高級ハクボタン
Super White Peony
1,080

百 年 好 合
バイニャンハオホウ
Flower Blossom Art
Green Tea
1,280

價格已包括税金 另加十五點服務費
料金には消費税が含まれており、別途 15%のサービス料を加算させていただきます。

Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.

起鳳臺精選介紹
ヘイフンテラスおすすめ料理
Signature Dishes
健康美食
“ナチュラリー ペニンシュラ”健康志向のお料理
“Naturally Peninsula” light and healthy cuisine

インペリアルメニュー

甜 品
デザート

The Imperial Menu

Dessert

帝 皇 宴

起鳳臺四喜拼盤
ヘイフンテラスオリジナル焼き物入り前菜盛り合わせ
Chef’s recommend special appetizer combination
金腿絲九王油泡多寶魚
天然石平目と金華ハム 黄韮のあっさり炒め
Stir-fried fillet of flounder with shredded Kam Wah ham and yellow chives
蟲草花膠海中寶
魚の浮き袋と山海珍味
冬虫夏草入り極上頂湯蒸しスープ
Double-boiled cordyceps with fish maw, sea cucumber and dried scallops in clear broth
蠔皇扣三十頭吉品三色蟹肉卷
吉浜産三十頭干し鮑のオイスターソース煮込み タラバ蟹入り野菜巻きを添えて
Braised whole Yoshihama dried abalone and vegetable roll with king crab in oyster sauce
豉汁鮮菌牛柳粒
黒毛和牛フィレ肉のサイコロステーキ 黒豆ソース炒め
Wok-fried diced beef fillet with black bean sauce and fresh mushrooms
芝士牛油虎蝦伴手工拉麵
活車海老のチーズ風味あんかけコラーゲン麺
Sautéed tiger prawn in thick cheese sauce served with braised noodles
燕窩鮮果楊枝甘露
燕の巣とグレープフルーツ マンゴー入りココナッツミルク
Chilled sago cream with superior bird’s nest, grapefruit and mango

珍珠蜜瓜布甸 (每位)
1,180
ハニーデューメロンのプリン タピオカとクインシーメロンソース (一名様)
Chilled honey dew melon pudding with tapioca and melon juice (per person)
紅豆沙湯丸 (每位)
白玉団子入り小豆のお汁粉 (一名様)
Sweetened red bean soup with rice dumpling (per person)

1,080

杏仁豆腐 (每位)
ヘイフンテラスオリジナル杏仁豆腐 (一名様)
Chilled almond jelly (per person)

1,180

椰香紫米露 (每位)
黒米とタピオカ入りココナッツミルク (一名様)
Chilled sweetened purple glutinous rice cream with coconut milk (per person)

980

香芒糯米糍 (三件)
完熟マンゴー入りココナッツ団子 (三個)
Glutinous rice balls filled with fresh mango (3 pieces)

1,080

鮮果拼盤 (每位)
フレッシュフルーツの盛り合わせ (一名様)
Fresh fruits platter (per person)

2,080

美點双輝
二種中国菓子盛り合わせ
Chinese petit fours
32,880
價格已包括税金 另加十五點服務費

價格已包括税金 另加十五點服務費

料金には消費税が含まれており、別途 15％のサービス料を加算させていただきます。

料金には消費税が含まれており、別途 15％のサービス料を加算させていただきます。

Price includes consumption tax and is subject to a 15% service charge.

Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.

甜 品
デザート

デラックスメニュー

Dessert

Deluxe Menu

杏汁燉官燕 (每位)
燕の巣入りアーモンドシロップ蒸し (一名様)
Double-boiled superior bird’s nest in almond cream (per person)
椰汁鮮奶紅豆糕 (二件)
紅豆とココナッツミルクムース抹茶ソース (二個)
Chilled red bean rice cake with coconut juice and fresh milk
served with Japanese green tea (2 pieces)
脆炸奶黃包 (三件)
カスタード入り揚げ饅頭 (三個)
Deep-fried egg yolk buns (3 pieces)
出爐雞蛋撻 (三件)
カスタードクリームのエッグタルト香港スタイル(三個)
Baked flaky custard tart in Hong Kong style (3 pieces)

精 選 套 餐

7,880

880

1,080

980

1,280

凍香芒布甸 (每位)
完熟マンゴープリン (一名様)
Chilled mango pudding (per person)

1,680

價格已包括税金 另加十五點服務費
Prices include consumption tax and are subject to a 15% service charge.

高湯竹笙黄耳官燕
燕の巣とキヌガサ茸 カキガラ茸入り蒸しスープ
Double-boiled superior bird’s nest with mixed fungus in chicken broth
上湯焗龍蝦球
活伊勢海老の上湯炒め煮
Sautéed lobster in superior sauce
蠔皇扣鮮鮑魚配蒸醸羊肚菌
新鮮鮑のやわらか煮込み モリーユ茸と豚挽き肉の合わせ蒸し添え
Braised whole abalone and steamed minced pork with morels
蝦湯海鮮燴手工拉麵
ハタ 帆立貝入りロブスタースープのあんかけ コラーゲン麺
Braised noodles with grouper and scallops served in lobster soup

楊枝灑甘露 (每位)
グレープフルーツとマンゴー タピオカ入りココナッツミルク (一名様)
Chilled sago cream with grapefruit and mango juice (per person)

料金には消費税が含まれており、別途 15％のサービス料を加算させていただきます。

起鳳一品拼盤
ヘイフンテラス特製焼き物入り盛り合わせ前菜
Hei Fung Terrace barbecued meat combination

凍香芒布甸拼椰香奶黃酥
マンゴープリンとココナッツ風味カスタード焼き菓子
Chilled mango pudding accompanied with baked coconut and egg yolk puff

19,880

價格已包括税金 另加十五點服務費
料金には消費税が含まれており、別途 15％のサービス料を加算させていただきます。

Price includes consumption tax and is subject to a 15% service charge.

晚 膳 菜 譜
ディナーメニュー

素 食 菜 譜

Dinner Menu

ベジタリアンメニュー

Vegetarian Menu
明爐燒味凍鮑魚拼盤
鮑の冷製と広東式焼き物入り前菜盛り合わせ
Cantonese assorted barbecued meat and abalone combination

胡椒白湯海参魚唇
魚のコラーゲンとナマコの胡椒風味フィッシュス－プ
Braised fish maw and sea cucumber in fish broth

上素拼盤
精進前菜盛り合わせ
Vegetarian appetizer combination
原盅燉素佛跳牆
野菜と山の珍味入り蒸しスープ
Premium seasonal vegetable soup with mixed mushrooms

豉汁煎帶子王拼星斑球蚌片
クチコと東星ハタの炒め 帆立貝の黒豆ソース煎り焼きと共に
Pan-fried scallop in black bean sauce accompanied by stir-fried sea cucumber
and grouper fillet with yellow chives

黑松露醬羊肚菌炆豆腐
揚げ豆腐とモリーユ茸の黒トリュフ煮込み
Braised bean curd and morels with black truffle sauce

銀芽韮黄白灼肥牛
和牛ロース肉の湯引き 特製醤油添え
Boiled sliced Japanese beef with bean sprouts and yellow chives

金瓜官燕蒸乳酪
燕の巣の豆乳茶碗蒸し カボチャのソース
Steamed soy milk with superior bird’s nest with pumpkin sauce

蝦香蟹肉雞粒炒飯
地鶏肉とタラバ蟹肉入り海老味噌チャーハン
Fried rice with crab meat and diced chicken with shrimp paste

杏仁豆腐拼美點
ヘイフンテラスオリジナル杏仁豆腐と中国菓子
Chilled almond jelly accompanied with Chinese petit fours

15,880

價格已包括税金 另加十五點服務費
料金には消費税が含まれており、別途 15％のサービス料を加算させていただきます。

Price includes consumption tax and is subject to a 15% service charge.

素菜粒五穀米炒飯
彩り野菜と五穀米チャーハン
Fried five grains rice with diced seasonal vegetables
鮮果香芒布甸
完熟マンゴープリン
Chilled mango pudding

8,880

價格已包括税金 另加十五點服務費
料金には消費税が含まれており、別途 15％のサービス料を加算させていただきます。

Price includes consumption tax and is subject to a 15% service charge.

