
自选3种的享用方法 温野菜の3つの楽しみ方

Please choose from 3 types.

All You Can Eat Course
自助食　食べ放題コース

Set Menu
套餐　しゃぶしゃぶ御膳

A la carte Menu
单品菜单　単品でのご注文

*The photos are for
 illustrative purposes only.

※图片仅供参考
  ※写真はイメージです



*If your group is ordering all you can eat, each person must order the same all you can eat course. *For all you can eat, customers who leave behind food may be charged an extra fee. *Please cook meat thoroughly before eating. 
*1 Tongue shabu-shabu and sakurahime dori chicken loin have been processed for appearance. *2 Beef shabu-shabu has been processed for tenderness. *The photos are for illustrative purposes only.
※一同就餐的顾客点单自助餐时，请按人数选同一款  ※按自助餐就餐原则，对于大量剩菜的客人可能额外收费  ※下锅涮肉时，请务必在中心部位也充分煮熟后食用  ※1舌尖肉涮涮锅与樱姫鸡里脊肉的形状是经过加工制成  ※2牛肉涮涮锅经过嫩肉加工  ※图片仅供参考
※食べ放題は、同一グループ同一メニューで人数分のご注文をお願い致します  ※食べ放題につき、お料理を残されたお客様に関しましては別料金を頂く場合がございます  ※お肉は、必ず中心部までしっかり加熱してからお召し上がりください  
※1 たんしゃぶ、桜姫鶏ロースは形を整える加工をしております  ※2 牛しゃぶは、やわらか加工をしております  ※写真はイメージです

7 kinds of meat 肉类 7种 9 kinds of meat 肉类 9种 11 kinds of meat 肉类 11种 12 kinds of meat 肉类 12种 13 kinds of meat 肉类 13种

一份　お一人様
per person ¥3,058 一份　お一人様

per person ¥3,278 一份　お一人様
per person ¥3,608 一份　お一人様

per person ¥4,158

お肉全9種お肉全7種 お肉全11種 お肉全12種

一份　お一人様
per person ¥5,148

お肉全13種

Pork 
Shabu-Shabu 
Course
猪肉涮涮锅自助餐套餐
豚しゃぶコース

牛肉涮涮锅※2自助餐套餐
牛しゃぶ※2コース

Beef 
Shabu-Shabu＊2 
Course

精选牛肉与伊比利亚猪肉锅自助餐套餐
厳選牛とイベリコ豚コース

Select Beef 
and Iberico 
Pork Course 

舌尖肉涮涮锅※1自助餐套餐
たんしゃぶ※1コース

Tongue 
Shabu-Shabu＊1 
Course

Iberico Pork 
Belly
伊比利亚猪肉涮涮锅　
イベリコ豚しゃぶ

Tongue 
Shabu-
Shabu＊1
舌尖肉涮涮锅※1

たんしゃぶ※1

Beef 
Short Plate
精选牛肉涮涮锅
厳選牛しゃぶ

Shulder Clod 
(Lean)
牛肉涮涮锅（精肉）
牛しゃぶ（赤身）

Beef 
Shabu-Shabu*2
牛肉涮涮锅※2

牛しゃぶ※2

Kuroge Wagyu 
Beef 黑毛和牛  黒毛和牛

Pork Belly 
猪肉涮涮锅  豚しゃぶ

Chicken Thigh
鸡腿肉  鶏もも

Beef Innards
牛肠  牛もつ

樱姫鸡里脊肉※1  桜姫鶏ロース※1

Sakurahime Dori 
Chicken Loin*1

Standard Meatballs
on Half-Cut Bamboo
竹筒罐鸡肉丸  竹筒鶏つみれ

Cheese Meatballs
奶酪肉丸  チーズつみれ

Pork Loin
猪肉涮涮锅（里脊肉）  豚しゃぶ（ロース）

黑毛和牛自助餐套餐
黒毛和牛コース

1

Please choose from 3 types. 自选3种的享用方法温野菜の3つの楽しみ方

Choose 1 Course. 选择套餐 

 All You Can Eat 自助食
食 べ 放 題

コースをお選びください

Beef Innards Set
牛肠锅组合  牛もつ鍋セット

※特選だしも追加料金なしでお選びいただけます※可免费选择特选汤底
*Special soup stock can also be selected free of charge.

※季節野菜の内容はスタッフまで
※时令蔬菜的内容请询问店员

季節野菜も食べられます还能享用时令蔬菜

You can also choose
 seasonal vegetables.

*Ask the staff what the seasonable vegetables are.

Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Recommend
最先点餐推荐
おすすめです

※点餐时若选择3,608日元以上的套餐，就可追加时令蔬菜！ ※3,608円以上のコースご注文で季節野菜もおかわりできます！
*For courses that cost 3,608 yen or more, second helpings of seasonal vegetables are free!Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

100100100分钟min. 707070分钟min.最后点单

Child discount
小学生优惠
小学生割

Preschool discount
幼童优惠
幼児割

Preschool children: Elementary school children: 
小学生
小学生

老年人优惠
シニア割

60岁以上
60歳以上

Senior discount Age 60 and older:
小学生未满
小学生未満

半价
半額Half Price免费Free 無料 ¥500off

100 分P1



*If your group is ordering all you can eat, each person must order the same all you can eat course. *For all you can eat, customers who leave behind food may be charged an extra fee. *Please cook meat thoroughly before eating. 
*1 Tongue shabu-shabu and sakurahime dori chicken loin have been processed for appearance. *2 Beef shabu-shabu has been processed for tenderness. *The photos are for illustrative purposes only.
※一同就餐的顾客点单自助餐时，请按人数选同一款  ※按自助餐就餐原则，对于大量剩菜的客人可能额外收费  ※下锅涮肉时，请务必在中心部位也充分煮熟后食用  ※1舌尖肉涮涮锅与樱姫鸡里脊肉的形状是经过加工制成  ※2牛肉涮涮锅经过嫩肉加工  ※图片仅供参考
※食べ放題は、同一グループ同一メニューで人数分のご注文をお願い致します  ※食べ放題につき、お料理を残されたお客様に関しましては別料金を頂く場合がございます  ※お肉は、必ず中心部までしっかり加熱してからお召し上がりください  
※1 たんしゃぶ、桜姫鶏ロースは形を整える加工をしております  ※2 牛しゃぶは、やわらか加工をしております  ※写真はイメージです

7 kinds of meat 肉类 7种 9 kinds of meat 肉类 9种 11 kinds of meat 肉类 11种 12 kinds of meat 肉类 12种 13 kinds of meat 肉类 13种

一份　お一人様
per person ¥3,058 一份　お一人様

per person ¥3,278 一份　お一人様
per person ¥3,608 一份　お一人様

per person ¥4,158

お肉全9種お肉全7種 お肉全11種 お肉全12種

一份　お一人様
per person ¥5,148

お肉全13種

Pork 
Shabu-Shabu 
Course
猪肉涮涮锅自助餐套餐
豚しゃぶコース

牛肉涮涮锅※2自助餐套餐
牛しゃぶ※2コース

Beef 
Shabu-Shabu＊2 
Course

精选牛肉与伊比利亚猪肉锅自助餐套餐
厳選牛とイベリコ豚コース

Select Beef 
and Iberico 
Pork Course 

舌尖肉涮涮锅※1自助餐套餐
たんしゃぶ※1コース

Tongue 
Shabu-Shabu＊1 
Course

Iberico Pork 
Belly
伊比利亚猪肉涮涮锅　
イベリコ豚しゃぶ

Tongue 
Shabu-
Shabu＊1
舌尖肉涮涮锅※1

たんしゃぶ※1

Beef 
Short Plate
精选牛肉涮涮锅
厳選牛しゃぶ

Shulder Clod 
(Lean)
牛肉涮涮锅（精肉）
牛しゃぶ（赤身）

Beef 
Shabu-Shabu*2
牛肉涮涮锅※2

牛しゃぶ※2

Kuroge Wagyu 
Beef 黑毛和牛  黒毛和牛

Pork Belly 
猪肉涮涮锅  豚しゃぶ

Chicken Thigh
鸡腿肉  鶏もも

Beef Innards
牛肠  牛もつ

樱姫鸡里脊肉※1  桜姫鶏ロース※1

Sakurahime Dori 
Chicken Loin*1

Standard Meatballs
on Half-Cut Bamboo
竹筒罐鸡肉丸  竹筒鶏つみれ

Cheese Meatballs
奶酪肉丸  チーズつみれ

Pork Loin
猪肉涮涮锅（里脊肉）  豚しゃぶ（ロース）

黑毛和牛自助餐套餐
黒毛和牛コース
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Please choose from 3 types. 自选3种的享用方法温野菜の3つの楽しみ方

Choose 1 Course. 选择套餐 

 All You Can Eat 自助食
食 べ 放 題

コースをお選びください

Beef Innards Set
牛肠锅组合  牛もつ鍋セット

※特選だしも追加料金なしでお選びいただけます※可免费选择特选汤底
*Special soup stock can also be selected free of charge.

※季節野菜の内容はスタッフまで
※时令蔬菜的内容请询问店员

季節野菜も食べられます还能享用时令蔬菜

You can also choose
 seasonal vegetables.

*Ask the staff what the seasonable vegetables are.

Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Recommend
最先点餐推荐
おすすめです

※点餐时若选择3,608日元以上的套餐，就可追加时令蔬菜！ ※3,608円以上のコースご注文で季節野菜もおかわりできます！
*For courses that cost 3,608 yen or more, second helpings of seasonal vegetables are free!Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

100100100分钟min. 707070分钟min.最后点单

Child discount
小学生优惠
小学生割

Preschool discount
幼童优惠
幼児割

Preschool children: Elementary school children: 
小学生
小学生

老年人优惠
シニア割

60岁以上
60歳以上

Senior discount Age 60 and older:
小学生未满
小学生未満

半价
半額Half Price免费Free 無料 ¥500off

100 分P1

*Shabu-shabu soup stock is free of charge. However, special soup stock, herb soup stock and herb and spicy soup stock cost the additional price shown. *Beef tail is made from Japanese beef. *The photos are for illustrative purposes only.
※涮涮锅的汤底免费。但是，第三代极品汤底与药膳汤底，药膳火锅汤底按所标价格另行收费  ※牛尾为日本产  ※图片仅供参考
※しゃぶしゃぶだしは無料です。但し、三代目極みだし・薬膳だし・薬膳火鍋だしは記載の追加料金を頂きます  ※牛テールは国産です  ※写真はイメージです　

*If your group is ordering all you can drink, each person must order the same all you can drink menu option. *For all you can drink, please exchange your glass for a new drink. ●一同就餐的顾客点单饮料自助时，请按人数选同一款  ●饮料自助采用换杯制
●飲み放題は、同一グループ人数分のご注文をお願い致します  ●飲み放題はグラス交換制となります

*All prices include tax. ※此菜单所记载的价格均为含税价格  ※価格は全て税込価格です

*We do not serve alcoholic drinks to drivers or to customers under the age of 20. *We serve soft drinks in glasses labeled “soft drink” to differentiate them from alcoholic beverages. *If you would like a straw, please ask a server.
※对开车司机和未满20岁人士不提供酒类服务  ※为预防误饮事故，本店提供软饮料时将使用标有“软饮料”的专用玻璃杯  ※想使用吸管的客人请告知店员
※ドライバー・20歳未満のお客様へのお酒の提供はしておりません  ※当店では誤飲防止のため、ソフトドリンクは専用グラスでご提供しております  ※ストローをご入用のお客様はスタッフまでお声かけください

All You Can Eat Course Set Menu A la carte Menu
自助食　食べ放題コース 套餐　しゃぶしゃぶ御膳 单品菜单　単品でのご注文

You can choose the type of drink menu.3 选择饮料

Choose 2 types of soup stock.2 选择2种汤底

Rich Tonyu Dashi
(Soy Milk Soup Stock)
浓厚豆浆汤底  濃厚豆乳だし

Savory and Spicy 
Pot-Dish Soup Stock
香辣火锅汤底  旨辛火鍋だし

Herb Soup Stock
药膳汤底  
薬膳だし

Herb and Spicy Soup Stock
药膳火锅汤底  
薬膳火鍋だし

Rishiri Konbu Dashi 
(Kelp Soup Stock)
利尻海带汤底  利尻昆布だし

Rich and Savory Ninniku Dashi 
(Garlic Soup Stock)
美味蒜香汤底  こく旨にんにくだし

Wagyu Soup Stock
和牛汤底  和牛だし

Special Soup Stock
第三代极品汤底  
三代目極みだし

Recommend
最先点餐推荐
おすすめです

Beef Innards Set
牛肠锅组合  牛もつ鍋セット

＋¥220Per pot 每锅 一鍋につき

Sukiyaki Soup Stock
寿喜烧汤底  すき焼きだし

with raw egg
附带生鸡蛋  玉子付き

Per pot 每锅 一鍋につき

追加の薬膳スパイス
＋¥440Extra herb spice追加药膳香辛料

Per pot 每锅 一鍋につき

追加の薬膳スパイス
＋¥440Extra herb spice追加药膳香辛料

おだしを２種お選びください

飲み物をお選びください

无限畅饮饮品菜单及单品菜单请参见封底
The menus for all you can drink beverages and single-item beverages are on the back. 飲み放題対象メニュー、単品のメニューは裏表紙をご確認ください

Sp
ecia

l Soup StockSp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sp
ecia

l Soup StockSp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sp
ecia

l Soup StockSp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

需要柚子醋或芝麻酱的顾客请按您所需点餐
ポン酢やごまだれが必要な方はお気軽にご注文ください

If you need
citrus-flavored soy sauce or 
sesame sauce, please feel free to order it.

100 分

饮料自助  ドリンク飲み放題All You Can Drink

¥1,188
100100100 707070分钟

min.
分钟
min.Last Order

最后点单

¥418 per person 
一份  お一人様

per person  一份  お一人様

¥110 per person 
一份  お一人様

Elementary school
children

小学生  小学生

Free 免费
無料

Preschool children
小学生未满  小学生未満

软饮料自助另算  
ソフトドリンク
飲み放題

All You Can 
Drink 
Soft Drinks

酒类自助另算（含软饮料）  
アルコール飲み放題（ソフトドリンク含む）

13种13 kinds 13品
约50种about50 kinds 約50品All You Can Drink 

Alcoholic Beverages
(Soft Drinks Included)

Save money if you have 
2 drinks or more 
with all-you-can-drink!

2杯以上で飲み放題がオトク！

饮用2杯以上饮料时
无限畅饮更划算！

Save money if you have 
3 drinks or more 
with all-you-can-drink!

3杯以上で飲み放題がオトク！

饮用3杯以上饮料时
无限畅饮更划算！

P2



*The origin of the food listed may differ depending on region, season, weather, and procurement. *Please cook meat thoroughly before eating. *1 Tongue shabu-shabu and sakurahime dori chicken loin have been processed for appearance. 
*2 Beef shabu-shabu has been processed for tenderness. *The photos are for illustrative purposes only.
※根据所属地区、时期、气候、调货等情况，产地可能与所标产地有所不同  ※下锅涮肉时，请务必在中心部位也充分煮熟后食用  ※1舌尖肉涮涮锅与樱姫鸡里脊肉的形状是经过加工制成   ※2牛肉涮涮锅经过嫩肉加工  ※图片仅供参考
※地域・時期・天候・調達の都合により、表記以外の産地となる場合もございます  ※お肉は、必ず中心部までしっかり加熱してからお召し上がりください   ※1 たんしゃぶ、桜姫鶏ロースは形を整える加工をしております 
※2 牛しゃぶは、やわらか加工をしております  ※写真はイメージです

Chicken Thigh
鸡腿肉  鶏もも

Beef Innards
牛肠  牛もつ

Beef Short Plate
精选牛肉涮涮锅  厳選牛しゃぶ

Shoulder Clod (Lean)
牛肉涮涮锅（精肉）  牛しゃぶ（赤身）

Beef Shabu-Shabu*2
牛肉涮涮锅※2  牛しゃぶ※2

Kuroge Wagyu Beef
黑毛和牛  黒毛和牛

Iberico Pork Shabu-Shabu
伊比利亚猪肉涮涮锅  イベリコ豚しゃぶ

Pork Shabu-Shabu Course 猪肉涮涮锅自助餐套餐
豚しゃぶコース

牛肉涮涮锅※2自助餐套餐
牛しゃぶ※2コース

Beef 
Shabu-Shabu*2  
Course

精选牛肉与伊比利亚猪肉锅自助餐套餐
厳選牛とイベリコ豚コース

Select Beef 
and Iberico 
Pork Course 

舌尖肉涮涮锅※1自助餐套餐
たんしゃぶ※1コース

Tongue 
Shabu-Shabu*1 
Course

黑毛和牛自助餐套餐  黒毛和牛コース

We'll offer this one first.We'll offer this one first.
首先为您提供这道　最初にこちらをご提供します

Fresh Japanese Vegetables 国产蔬菜おかわり国産野菜

Lettuce
生菜  レタス

Lettuce
生菜  レタス

Maitake Mushrooms
舞茸  完熟舞茸

Donko Shiitake Mushrooms
大香菇  肉厚椎茸

Napa Cabbage
白菜  白菜

Napa Cabbage
白菜  白菜

Cabbage
卷心菜  キャベツ

Julienne Welsh Onion
葱丝  洒落ねぎ

Jumbo Nameko Mushrooms
大朴蕈蘑菇  ジャンボなめこ

Welsh Onion
大葱  長ねぎ

Garlic Chive
韭菜  ニラ

Sweet Carrots
甘甜胡萝卜  甘にんじん

Pea Sprouts
豆苗  豆苗

Potherb Mustard
针状菜  水菜

Pea Sprouts
豆苗  豆苗

Garlic Chive
韭菜  ニラ

Julienne Welsh Onion
葱丝  洒落ねぎ

Lotus Root
莲藕  れんこん

Sweet Carrots
甘甜胡萝卜  甘にんじん

Tomato
西红柿  トマト

Bean Sprouts
绿豆豆芽  緑豆もやし

Jumbo Nameko Mushrooms
大朴蕈蘑菇  ジャンボなめこ Bean Sprouts

绿豆豆芽  緑豆もやし

Potherb Mustard
针状菜  水菜

Inca's Awakening (potatoes)
北海道特产马铃薯  インカのめざめ

Tomato
西红柿  トマト

Lotus Root
莲藕  れんこん

Flavored Enoki Mushrooms
脆嫩金针菇  味えのき

Beef Innards Set
牛肠锅组合　牛もつ鍋セット

Sakurahime Dori Chicken Loin*1
樱姫鸡里脊肉※1  　桜姫鶏ロース※1

Pork Belly 
猪肉涮涮锅  豚しゃぶ

Pork Loin
猪肉涮涮锅（里脊肉）　豚しゃぶ（ロース）

自助餐 吃到饱菜单All You Can Eat Menu 食べ放題メニュー

Tongue 
Shabu-Shabu*1
舌尖肉涮涮锅※1  
たんしゃぶ※1

Meats 肉类 Meats differ depending on the course. 
肉类依自助餐套餐而有所不同 コースによってお肉の種類が異なりますおかわりお肉

一天所需精选蔬菜什锦
１日分の野菜が食べられるこだわり野菜盛り

One Day’s Worth of Special 
Vegetables Assortment

Cheese Meatballs
奶酪肉丸  チーズつみれ

Standard Meatballs
on Half-Cut Bamboo
竹筒罐鸡肉丸  竹筒鶏つみれ

※季節野菜の内容はスタッフまで
※时令蔬菜的内容请询问店员
*Ask the staff what the seasonable vegetables are.

3,608円以上のコースご注文で
季節野菜もおかわりできます！

点餐时若选择3,608日元以上的
套餐，就可追加时令蔬菜！

For courses that cost 3,608 yen 
or more, second helpings of 
seasonal vegetables 
are free!
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*The origin of the food listed may differ depending on region, season, weather, and procurement. *Please cook meat thoroughly before eating. *1 Tongue shabu-shabu and sakurahime dori chicken loin have been processed for appearance. 
*2 Beef shabu-shabu has been processed for tenderness. *The photos are for illustrative purposes only.
※根据所属地区、时期、气候、调货等情况，产地可能与所标产地有所不同  ※下锅涮肉时，请务必在中心部位也充分煮熟后食用  ※1舌尖肉涮涮锅与樱姫鸡里脊肉的形状是经过加工制成   ※2牛肉涮涮锅经过嫩肉加工  ※图片仅供参考
※地域・時期・天候・調達の都合により、表記以外の産地となる場合もございます  ※お肉は、必ず中心部までしっかり加熱してからお召し上がりください   ※1 たんしゃぶ、桜姫鶏ロースは形を整える加工をしております 
※2 牛しゃぶは、やわらか加工をしております  ※写真はイメージです

Chicken Thigh
鸡腿肉  鶏もも

Beef Innards
牛肠  牛もつ

Beef Short Plate
精选牛肉涮涮锅  厳選牛しゃぶ

Shoulder Clod (Lean)
牛肉涮涮锅（精肉）  牛しゃぶ（赤身）

Beef Shabu-Shabu*2
牛肉涮涮锅※2  牛しゃぶ※2

Kuroge Wagyu Beef
黑毛和牛  黒毛和牛

Iberico Pork Shabu-Shabu
伊比利亚猪肉涮涮锅  イベリコ豚しゃぶ

Pork Shabu-Shabu Course 猪肉涮涮锅自助餐套餐
豚しゃぶコース

牛肉涮涮锅※2自助餐套餐
牛しゃぶ※2コース

Beef 
Shabu-Shabu*2  
Course

精选牛肉与伊比利亚猪肉锅自助餐套餐
厳選牛とイベリコ豚コース

Select Beef 
and Iberico 
Pork Course 

舌尖肉涮涮锅※1自助餐套餐
たんしゃぶ※1コース

Tongue 
Shabu-Shabu*1 
Course

黑毛和牛自助餐套餐  黒毛和牛コース

We'll offer this one first.We'll offer this one first.
首先为您提供这道　最初にこちらをご提供します

Fresh Japanese Vegetables 国产蔬菜おかわり国産野菜

Lettuce
生菜  レタス

Lettuce
生菜  レタス

Maitake Mushrooms
舞茸  完熟舞茸

Donko Shiitake Mushrooms
大香菇  肉厚椎茸

Napa Cabbage
白菜  白菜

Napa Cabbage
白菜  白菜

Cabbage
卷心菜  キャベツ

Julienne Welsh Onion
葱丝  洒落ねぎ

Jumbo Nameko Mushrooms
大朴蕈蘑菇  ジャンボなめこ

Welsh Onion
大葱  長ねぎ

Garlic Chive
韭菜  ニラ

Sweet Carrots
甘甜胡萝卜  甘にんじん

Pea Sprouts
豆苗  豆苗

Potherb Mustard
针状菜  水菜

Pea Sprouts
豆苗  豆苗

Garlic Chive
韭菜  ニラ

Julienne Welsh Onion
葱丝  洒落ねぎ

Lotus Root
莲藕  れんこん

Sweet Carrots
甘甜胡萝卜  甘にんじん

Tomato
西红柿  トマト

Bean Sprouts
绿豆豆芽  緑豆もやし

Jumbo Nameko Mushrooms
大朴蕈蘑菇  ジャンボなめこ Bean Sprouts

绿豆豆芽  緑豆もやし

Potherb Mustard
针状菜  水菜

Inca's Awakening (potatoes)
北海道特产马铃薯  インカのめざめ

Tomato
西红柿  トマト

Lotus Root
莲藕  れんこん

Flavored Enoki Mushrooms
脆嫩金针菇  味えのき

Beef Innards Set
牛肠锅组合　牛もつ鍋セット

Sakurahime Dori Chicken Loin*1
樱姫鸡里脊肉※1  　桜姫鶏ロース※1

Pork Belly 
猪肉涮涮锅  豚しゃぶ

Pork Loin
猪肉涮涮锅（里脊肉）　豚しゃぶ（ロース）

自助餐 吃到饱菜单All You Can Eat Menu 食べ放題メニュー

Tongue 
Shabu-Shabu*1
舌尖肉涮涮锅※1  
たんしゃぶ※1

Meats 肉类 Meats differ depending on the course. 
肉类依自助餐套餐而有所不同 コースによってお肉の種類が異なりますおかわりお肉

一天所需精选蔬菜什锦
１日分の野菜が食べられるこだわり野菜盛り

One Day’s Worth of Special 
Vegetables Assortment

Cheese Meatballs
奶酪肉丸  チーズつみれ

Standard Meatballs
on Half-Cut Bamboo
竹筒罐鸡肉丸  竹筒鶏つみれ

※季節野菜の内容はスタッフまで
※时令蔬菜的内容请询问店员
*Ask the staff what the seasonable vegetables are.

3,608円以上のコースご注文で
季節野菜もおかわりできます！

点餐时若选择3,608日元以上的
套餐，就可追加时令蔬菜！

For courses that cost 3,608 yen 
or more, second helpings of 
seasonal vegetables 
are free!
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All You Can Eat Dessert 甜品吃到饱自助
デザート食べ放題

Chocolate Cake
巧克力蛋糕   ガトーショコラ

Chewy Warabi Mochi
软糯劲道的蕨饼  もちっとわらび餅

Caramel Custard Pudding
焦糖卡仕达酱布丁  
カラメルカスタードプリン

Mellow Chocolate Tiramisu
香醇巧克力提拉米苏  まろやかチョコティラミス

Mellow Matcha Tiramisu
香醇抹茶提拉米苏  まろやか抹茶ティラミス

Smooth Almond Jelly 
with Framboise Sauce
滑嫩的杏仁豆腐 ～树莓酱～  
なめらか杏仁豆富 ～フランボワーズソース～

Vanilla Ice Cream
香草冰淇淋  バニラアイス

ONYASAI Ice Cream
温野菜冰淇淋  温野菜アイス

Strawberry Sorbet
莓果冰沙  苺シャーベット

Desserts点心 べつばらデザート

Cookies and Cream Ice Cream
曲奇奶油冰淇淋  クッキー＆クリームアイス

100 分

Dashi Omelette 
with Rice Cake
Q弹汤底鸡蛋卷
もっちりだし巻き玉子

Creamy Tofu with 
Raw Seaweed
生海苔嫩豆腐
とろとろ生海苔豆富

Hokkaido Specialty Potato with 
Fermented Squid Innards, 
Mayonnaise and Butter
北海道特产马铃薯块  北海道名物じゃがから

Potato Mayonnaise Salad 
with Corned Beef
土豆蛋黄酱盐腌牛肉
じゃがマヨコンビーフ

Rolled Omelet Covered in 
Thick Yuba (Soy Milk Skin) Sauce
豆腐皮浇汁的高汤煎蛋卷
だし巻き湯葉あんかけ

Caesar Salad with Colorful 
Japanese-Grown Vegetables
日本产蔬菜的多彩凯撒沙拉
国産野菜の彩りシーザーサラダ

Crispy Lettuce Salad with 
Korean Dressing
爽脆生菜的韩式沙拉
しゃきしゃきレタスのチョレギサラダ

Grated Daikon and Ponzu Salad 
with Yuzu Dressing
柚香 萝卜泥柚子醋沙拉
柚子香る おろしポン酢サラダ

Salads

Seasoned Quail Eggs
风味鹌鹑蛋  うずらの味玉

Tripe Ponzu 
(citrus-flavored soy sauce)
柚子醋猪肚  がつポン酢

Cucumber with Shark 
Cartilage and Dried Plum
黄瓜拌梅香软骨 きゅうりの梅水晶 

Spiced Cod Roe 
Mixed with Mayonnaise 
on Cucumber
鳕鱼子蛋黄酱黄瓜  
きゅうりの明太マヨのせ

Edamame
盐水毛豆  塩枝豆

Napa Kimchi
甜辣白菜  甘辛キムチ

Chilled Tomatoes with 
Ginger in Gelatin Sauce
凉拌红姜番茄果冻
冷やしジュレのガリトマト

Shio Cabbage
盐腌卷心菜  塩キャベツ

沙拉 サラダ

Sides 前菜 前菜

精品料理Appetizers 逸品料理

Rice Cake Shabu-Shabu
年糕片  もちしゃぶ

Kyoto Namafu (Wheat Gluten)
京生麩  京生麩

Cheese Shabu-Shabu
奶酪片  チーズしゃぶしゃぶ

Mochi in Fried Tofu Pouch
年糕豆腐包  餅巾着

Malony (potato starch-based noodles)
马铃薯粉条  マロニーちゃんJapanese Tofu (pressed soybean curd)

豆腐块  おし豆富

Yuba (Soy Milk Skin) Shabu-Shabu
豆腐皮  湯葉しゃぶ

Boiled Meat Dumplings
糯米水饺  もっちり水餃子

Sausage 火腿肠  ウインナー

Flat Noodles
刀削面  きしめん

Chinese Noodles
中式面  中華麺

Rice with Raw Egg
TKG生鸡蛋盖饭  TKG たまごかけごはん

Grated Garlic
大蒜泥  おろしにんにく

Chinese Red Chile Oil
辣油  ラー油

Cayenne Pepper Powder
辣椒粉  一味唐辛子

Gomadare (sesame sauce)
芝麻酱  ごまだれ

Ponzu (citrus-flavored soy sauce)
柚子醋  ポン酢

Toasted Sesame Seeds
炒芝麻  いりごま

Scallions
小葱  万能ねぎ

Grated Daikon
粗削萝卜泥  鬼おろし

Salt and Pepper
胡椒盐  塩こしょう

Black Spice
特制黑辣椒  黒辛味

Rice Porridge with Egg Set
鸡蛋粥套餐  玉子雑炊セット

Cheese Risotto Set
奶酪烩饭套餐  チーズリゾット セット

Kyoto Udon
京都乌冬面  京うどん

锅肴Pot-Dishes 鍋肴

Sauces and Condiments 酱汁、调味佐料 たれ・薬味

膳食Meals 〆・ごはん

Mini Curry Rice Bowl (Medium-Spicy)
迷你咖喱盖饭（中辣）  ミニカレー丼（中辛）

Rice (L) (M) (S)
米饭（大）（中）（小）  ごはん  大・中・小

*Nori is flash-frozen to maintain freshness. *All rice used is grown domestically. *The origin of the food listed may differ depending on region, season, weather, and procurement. *The photos are for illustrative purposes only. 
※生海苔采用急速冷冻来维持新鲜度  ※使用日本国产大米  ※根据所属地区、时期、气候、调货等情况，产地可能与所标产地有所不同  ※图片仅供参考
※生海苔は急速冷凍して鮮度維持をしております  ※使用しているお米は全て国産米です  
※地域・時期・天候・調達の都合により、表記以外の産地となる場合もございます  ※写真はイメージです
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Tongue Shabu-Shabu＊1
舌尖肉涮涮锅※1

たんしゃぶ※1

Kuroge Wagyu Beef (2 plates)
黑毛和牛(2盘）黒毛和牛(2皿）

黑毛和牛涮涮锅套餐  
黒毛和牛しゃぶ膳

¥2,508per set
每人  お一人様

Cheese 
Risotto Set
奶酪烩饭套餐  
チーズリゾット
セット

Rice Porridge 
with Egg Set
鸡蛋粥套餐
玉子雑炊セット

Chinese
Noodles
中式面
中華麺

Flat Noodles
刀削面　きしめん

Kyoto
Udon
京都乌冬面
京うどん

Pork Belly
猪肉涮涮锅
豚しゃぶ

Pork Loin
猪肉涮涮锅（里脊肉）
豚しゃぶ（ロース）

Sakurahime Dori 
Chicken Loin*1
樱姫鸡里脊肉※1

桜姫鶏ロース※1

Pork Belly
猪肉涮涮锅
豚しゃぶ

Beef 
Shabu-Shabu*2
牛肉涮涮锅※2

牛しゃぶ※2

Beef 
Short Plate
精选牛肉涮涮锅
厳選牛しゃぶ

Shoulder Clod 
(Lean)
牛肉涮涮锅（精肉）
牛しゃぶ（赤身）

Beef 
Shabu-Shabu*2 
牛肉涮涮锅※2

牛しゃぶ※2

Tongue 
Shabu-Shabu*1
舌尖肉涮涮锅※1

たんしゃぶ※1

¥2,068per set
每人  お一人様

Pork 
Shabu-Shabu Set

¥1,518per set
每人  お一人様

猪肉涮涮锅套餐 豚しゃぶ膳

Beef 
Shabu-Shabu*2 Set

¥1,848per set
每人  お一人様

牛肉涮涮锅※2套餐 牛しゃぶ※2 膳

Tongue 
Shabu-Shabu*1 Set
舌尖肉涮涮锅※1套餐 たんしゃぶ※1 膳

Set Menu 套餐 しゃぶしゃぶ御膳

Wagyu Soup Stock
和牛汤底  和牛だし

Savory and Spicy 
Pot-Dish Soup Stock
香辣火锅汤底  旨辛火鍋だし

Rich Tonyu Dashi 
(Soy Milk Soup Stock)
浓厚豆浆汤底  濃厚豆乳だし

Rishiri Konbu Dashi 
(Kelp Soup Stock)
利尻海带汤底  利尻昆布だし

Special Soup Stock
第三代极品汤底  三代目極みだし

＋¥220Per pot 每锅  一鍋につき

Choose 2 types 
of soup stock.

2
选择2种汤底

Sukiyaki Soup Stock
寿喜烧汤底  すき焼きだし
with raw egg
附带生鸡蛋  玉子付き

＋¥55Extra egg 追加蛋  追加玉子

Herb Soup Stock
药膳汤底  薬膳だし
Per pot 每锅  一鍋につき

＋¥440Extra herb spice
追加药膳香辛料  追加の薬膳スパイス

Herb and Spicy Soup Stock
药膳火锅汤底  薬膳火鍋だし
Per pot 每锅  一鍋につき

＋¥440Extra herb spice
追加药膳香辛料  追加の薬膳スパイス

おだしを２種
お選びください

这些商品包含在套餐内  
御膳にはこちらの商品が付きます   

These items will be 
included in the Set Menu.

One Day’s Worth of Special 
Vegetables Assortment
一天所需精选蔬菜什锦
１日分の野菜が食べられるこだわり野菜盛り

Rolled Omelet Covered in Thick
Yuba (Soy Milk Skin) Sauce
豆腐皮浇汁的高汤煎蛋卷
だし巻き湯葉あんかけ

1 Choose 1 meat set. 选择肉类组合选择肉类组合
お肉をお選びください

可选收尾菜品
（请从这里选择一种类型）

選べる〆もの
（こちらから1種類お選びください）

Choice of
Finishing Dish 
(You can choose 
1 type from here.)

膳食Meals お鍋の〆

You can choose the type of drink menu.3 选择饮料选择饮料
飲み物をお選びください

*Does not include raw egg. (55 yen à la carte)
※不含生鸡蛋（单品 55日元）
※生たまごは、付きません（単品55円）

需要柚子醋或芝麻酱的顾客请按您所需点餐
ポン酢やごまだれが必要な方はお気軽にご注文ください

If you need citrus-f lavored soy sauce 
or sesame sauce, please feel free to order it.

*All rice used is grown domestically. *Shabu-shabu soup stock is free of charge. However, special soup stock, herb soup stock and herb and spicy soup stock cost the additional price shown. *Beef tail is made from Japanese beef. *The origin 
of the food listed may differ depending on region, season, weather, and procurement. *Please cook meat thoroughly before eating. *1 Tongue shabu-shabu and sakurahime dori chicken loin have been processed for appearance. *2 Beef 
shabu-shabu has been processed for tenderness. *The photos are for illustrative purposes only.
※使用日本国产大米  ※涮涮锅的汤底免费。但是，第三代极品汤底与药膳汤底，药膳火锅汤底按所标价格另行收费  ※牛尾为日本产  ※根据所属地区、时期、气候、调货等情况，产地可能与所标产地有所不同  ※下锅涮肉时，请务必在中心部位也充
分煮熟后食用  ※1舌尖肉涮涮锅与樱姫鸡里脊肉的形状是经过加工制成  ※2牛肉涮涮锅经过嫩肉加工  ※图片仅供参考
※使用しているお米は全て国産米です  ※しゃぶしゃぶだしは無料です。但し、三代目極みだし・薬膳だし・薬膳火鍋だしは記載の追加料金を頂きます  ※牛テールは国産です  ※地域・時期・天候・調達の都合により、表記以外の産地となる場合もございます  
※お肉は、必ず中心部までしっかり加熱してからお召し上がりください ※1 たんしゃぶ、桜姫鶏ロースは形を整える加工をしております ※2 牛しゃぶは、やわらか加工をしております  ※写真はイメージです

*If your group is ordering all you can drink, each person must order the same all you can drink menu option. *For all you can drink, please exchange your glass for a new drink. ●一同就餐的顾客点单饮料自助时，请按人数选同一款  ●饮料自助采用换杯制
●飲み放題は、同一グループ人数分のご注文をお願い致します  ●飲み放題はグラス交換制となります

*We do not serve alcoholic drinks to drivers or to customers under the age of 20. *We serve soft drinks in glasses labeled “soft drink” to differentiate them from alcoholic beverages. *If you would like a straw, please ask a server.
※对开车司机和未满20岁人士不提供酒类服务  ※为预防误饮事故，本店提供软饮料时将使用标有“软饮料”的专用玻璃杯  ※想使用吸管的客人请告知店员
※ドライバー・20歳未満のお客様へのお酒の提供はしておりません  ※当店では誤飲防止のため、ソフトドリンクは専用グラスでご提供しております  ※ストローをご入用のお客様はスタッフまでお声かけください

无限畅饮饮品菜单及单品菜单请参见封底
The menus for all you can drink beverages and single-item beverages are on the back. 飲み放題対象メニュー、単品のメニューは裏表紙をご確認ください

All You Can Drink

¥1,188
100100100 707070分钟

min.
分钟
min.

¥418 per person 
一份  お一人様

per person  一份  お一人様

¥110 per person 
一份  お一人様

Elementary school
children

小学生  小学生

Free 免费
無料

Preschool children
小学生未满  小学生未満

软饮料自助另算  
ソフトドリンク
飲み放題

All You Can 
Drink 
Soft Drinks

酒类自助另算（含软饮料）  
アルコール飲み放題（ソフトドリンク含む）

All You Can Drink 
Alcoholic Beverages
(Soft Drinks Included)

13种13 kinds 13品
约50种about50 kinds 約50品

Last Order
最后点单

Save money if you have 
2 drinks or more 
with all-you-can-drink!

2杯以上で飲み放題がオトク！

饮用2杯以上饮料时
无限畅饮更划算！

Save money if you have 
3 drinks or more 
with all-you-can-drink!

3杯以上で飲み放題がオトク！

饮用3杯以上饮料时
无限畅饮更划算！

饮料自助  ドリンク飲み放題

100 分P5



我们将向点餐时仅选择单品菜单的顾客收取每位
330日元的汤底费用。学龄前儿童汤底免费

Customers who order from the 
à la carte menu only will be charged 
330 yen per person for dashi (soup stock). 
Preschool children are free of charge.

単品メニューのみをご注文のお客様は
おだし料金としてお一人様330円を頂きます。
未就学児のお客様は無料です

一天所需精选蔬菜什锦
こだわり野菜盛り

One Day’s Worth of Special 
Vegetables Assortment

Kuroge Wagyu Beef
黑毛和牛  黒毛和牛 ¥715

Beef Short-Plate
精选牛肉涮涮锅  厳選牛しゃぶ ¥550

Pork Belly
猪肉涮涮锅  豚しゃぶ ¥385

Pork Loin
猪肉涮涮锅（里脊肉）  豚しゃぶ（ロース） ¥385

Beef Shabu-Shabu*2
牛肉涮涮锅※2  牛しゃぶ※2 ¥440

Shoulder Clod (Lean)
牛肉涮涮锅（精肉）  牛しゃぶ（赤身） ¥440

Beef Innards
牛肠  牛もつ ¥385

Standard Meatballs 
on Half-Cut Bamboo
竹筒罐鸡肉丸  竹筒鶏つみれ ¥275

Cheese Meatballs
奶酪肉丸  チーズつみれ ¥275

Sakurahime Dori 
Chicken Loin*1
樱姫鸡里脊肉※1  桜姫鶏ロース※1 ¥275

Chicken Thigh
鸡腿肉  鶏もも ¥275

¥495
Tongue Shabu-Shabu*1
舌尖肉涮涮锅※1  たんしゃぶ※1

¥495
Iberico Pork Belly
伊比利亚猪肉涮涮锅  イベリコ豚しゃぶ

Meats 肉类
お肉

A la carte Menu 単品メニュー单点菜单

Fresh Japanese 
Vegetables

Lettuce
生菜  レタス ¥165

Maitake Mushrooms
舞茸  完熟舞茸 ¥220

Chilled Tomatoes with 
Ginger in Gelatin Sauce
凉拌红姜番茄果冻  
冷やしジュレのガリトマト ¥165

Seasoned Quail Eggs
风味鹌鹑蛋  うずらの味玉 ¥165

Tripe Ponzu 
(citrus-flavored soy sauce)
柚子醋猪肚  がつポン酢 ¥165

Cucumber with Shark 
Cartilage and Dried Plum
黄瓜拌梅香软骨  きゅうりの梅水晶 ¥165

Edamame 
盐水毛豆  塩枝豆 ¥165

Spiced Cod Roe Mixed with 
Mayonnaise on Cucumber
鳕鱼子蛋黄酱黄瓜  
きゅうりの明太マヨのせ ¥275

Shio Cabbage
盐腌卷心菜  塩キャベツ ¥165

Potato Mayonnaise Salad 
with Corned Beef
土豆蛋黄酱盐腌牛肉  
じゃがマヨコンビーフ ¥385

Hokkaido Specialty Potato 
with Fermented Squid Innards, 
Mayonnaise and Butter
北海道特产马铃薯块  
北海道名物じゃがから ¥275

Creamy Tofu with Raw Seaweed
生海苔嫩豆腐  
とろとろ生海苔豆富 ¥275

Napa Cabbage
白菜  白菜 ¥110

Cabbage
卷心菜  キャベツ ¥110

Bean Sprouts
绿豆豆芽  緑豆もやし ¥110

Potherb Mustard
针状菜  水菜 ¥165

Julienne Welsh Onion
葱丝  洒落ねぎ ¥165

Welsh Onion
大葱  長ねぎ ¥165
Garlic Chive
韭菜  ニラ ¥165

Inca's Awakening (potatoes)
北海道特产马铃薯  
インカのめざめ ¥165

Sweet Carrots
甘甜胡萝卜  甘にんじん ¥110

Tomato
西红柿  トマト ¥165

Lotus Root
莲藕  れんこん ¥165

Pea Sprouts
豆苗  豆苗 ¥165

Flavored Enoki 
Mushrooms
脆嫩金针菇  味えのき ¥165

Donko Shiitake 
Mushrooms
大香菇  肉厚椎茸 ¥220

¥165
Rice Cake Shabu-Shabu
年糕片  もちしゃぶ

¥165
Kyoto Namafu 
(Wheat Gluten)
京生麩  京生麩

¥165
Cheese Shabu-Shabu
奶酪片  チーズしゃぶしゃぶ

¥165Mochi in Fried Tofu Pouch
年糕豆腐包  餅巾着

¥110
Malony
(potato starch-based noodles)
马铃薯粉条  マロニーちゃん

¥110
Japanese Tofu 
(pressed soybean curd)
豆腐块  おし豆富

¥110
Yuba (Soy Milk Skin) 
Shabu-Shabu
豆腐皮  湯葉しゃぶ

¥165
Boiled Meat Dumplings
糯米水饺  もっちり水餃子

¥165
Sausage
火腿肠  ウインナー

¥275

Crispy Lettuce Salad with 
Korean Dressing
爽脆生菜的韩式沙拉
しゃきしゃきレタスのチョレギサラダ

¥385

Grated Daikon and Ponzu Salad 
with Yuzu Dressing
柚香 萝卜泥柚子醋沙拉
柚子香る　おろしポン酢サラダ

¥275

Rolled Omelet Covered in Thick
Yuba (Soy Milk Skin) Sauce
豆腐皮浇汁的高汤煎蛋卷  
だし巻き湯葉あんかけ

Dashi Omelette with Rice Cake
Q弹汤底鸡蛋卷  
もっちりだし巻き玉子 ¥385

国产蔬菜 国産野菜

精品料理

Appetizers
逸品料理

锅肴Pot-Dishes 鍋肴

Sides 前菜
前菜 Salads 沙拉

サラダ

Raw Egg
生鸡蛋  生たまご ¥55

¥385

Mini Curry Rice Bowl 
(Medium-Spicy)
迷你咖喱盖饭（中辣）  
ミニカレー丼（中辛）

Rice
米饭　ごはん

¥275
L 大 大

¥220
M 中 中

¥165
S 小 小

¥165
Flat Noodles
刀削面  きしめん

¥165
Chinese Noodles
中式面  中華麺

¥220
Rice with Raw Egg
TKG生鸡蛋盖饭  
TKG たまごかけごはん

¥220
Cheese Risotto Set
奶酪烩饭套餐  
チーズリゾット セット

¥165
Kyoto Udon
京都乌冬面  京うどん

¥220
Rice Porridge 
with Egg Set
鸡蛋粥套餐  玉子雑炊セット

Meals 膳食
〆・ごはん

¥385

Caesar Salad with Colorful 
Japanese-Grown Vegetables
日本产蔬菜的多彩凯撒沙拉
国産野菜の彩りシーザーサラダ

Napa Kimchi
甜辣白菜  甘辛キムチ ¥165

¥165
Jumbo Nameko 
Mushrooms
大朴蕈蘑菇  ジャンボなめこ

¥715

¥165
Cookies and Cream Ice Cream
曲奇奶油冰淇淋  
クッキー＆クリームアイス

Desserts 点心
デザート

Chocolate Cake
巧克力蛋糕  ガトーショコラ ¥165
Mellow Chocolate Tiramisu
香醇巧克力提拉米苏  
まろやかチョコティラミス ¥165
Mellow Matcha Tiramisu
香醇抹茶提拉米苏  
まろやか抹茶ティラミス ¥165
Chewy Warabi Mochi
软糯劲道的蕨饼  
もちっとわらび餅 ¥165
Caramel Custard Pudding
焦糖卡仕达酱布丁  
カラメルカスタードプリン ¥165

Smooth Almond Jelly 
with Framboise Sauce
滑嫩的杏仁豆腐 ～树莓酱～  
なめらか杏仁豆富 ～フランボワーズソース～ ¥165

Strawberry Sorbet
莓果冰沙  苺シャーベット ¥165

ONYASAI Ice Cream
温野菜冰淇淋  温野菜アイス ¥165

Vanilla Ice Cream
香草冰淇淋  バニラアイス ¥165

100 分

*All prices include tax. ※此菜单所记载的价格均为含税价格  ※価格は全て税込価格です

*Nori is flash-frozen to maintain freshness. *All rice used is grown domestically. *The origin of the food listed may differ depending on region, season, weather, and procurement. *Please cook meat thoroughly before eating. *1 Tongue 
shabu-shabu and sakurahime dori chicken loin have been processed for appearance. *2 Beef shabu-shabu has been processed for tenderness. *The photos are for illustrative purposes only.
※生海苔采用急速冷冻来维持新鲜度  ※使用日本国产大米  ※根据所属地区、时期、气候、调货等情况，产地可能与所标产地有所不同  ※下锅涮肉时，请务必在中心部位也充分煮熟后食用  ※1舌尖肉涮涮锅与樱姫鸡里脊肉的形状是经过加工制成  
※2牛肉涮涮锅经过嫩肉加工  ※图片仅供参考
※生海苔は急速冷凍して鮮度維持をしております  ※使用しているお米は全て国産米です  ※地域・時期・天候・調達の都合により、表記以外の産地となる場合も
ございます  ※お肉は、必ず中心部までしっかり加熱してからお召し上がりください   
※1 たんしゃぶ、桜姫鶏ロースは形を整える加工をしております ※2 牛しゃぶは、やわらか加工をしております  ※写真はイメージです
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Whisky with Soda
and Whisky 
碳酸威士忌、威士忌

Shochu Bottle 
(Japanese Vodka)

Soft Drinks
软饮料菜单　　

Shochu with Green Tea
茶烧酒 お茶ハイ

葡萄酒

¥3,300
each

¥264
each Cocktails ¥539

each

Wine ¥495
each

玉米茶  コーン茶Corn Tea 

茉莉花茶  ジャスミンティーJasmine Tea

焙茶  ほうじ茶
Roasted Green Tea

抹茶玄米绿茶  抹茶入り玄米緑茶

Genmai Tea Containing 
Powdered Green Tea

“堤园”第三代茶师推荐 「堤園」三代目茶師セレクト

“堤园”第三代茶师推荐  「堤園」三代目茶師セレクト

“Tsutsumi-en” Third-Generation 
Professional Tea Blender’s 
Selection

“Tsutsumi-en” Third-Generation 
Professional Tea Blender’s 
Selection

黑加仑碳酸  カシスソーダ
Cassis Liqueur with Soda

黑加仑橘子  カシスオレンジ
Cassis Liqueur with Orange Juice

黑加仑西柚子  カシスグレープフルーツ
Cassis Liqueur with Grapefruit Juice

Cassis Liqueur with Black Oolong Tea
黑加仑黑乌龙茶酒  カシス黒烏龍

红葡萄酒 玻璃杯、白葡萄酒 玻璃杯
赤ハウスワイン、白ハウスワイン

Red House Wine, Glass
White House Wine, Glass

touto  とうと
Touto

¥528

yanya  やんや 
yanya

¥528

烧酒  焼酎
Shochu (Japanese Vodka)

¥495

Kinkuro
金黑  金黒 ¥550

一刻者  一刻者
Ikkomon

¥550

知心剑  知心剣
Shirashinken

¥550

朝日超级干啤 中号啤酒杯
アサヒスーパードライ（中）

Asahi Super Dry, Medium Mug
¥550

酒精成分3％ ※将以玻璃杯的方式为您提供
アルコール3%のハイボール ※グラスでのご提供となります

3% Alcohol  *It will be provided with glass.
HIBALLY ハイボリー
HIBALLY

¥495

¥495
不含酒精啤酒风味（朝日干爽零醇）*
ノンアルコールビールテイスト(アサヒ ドライゼロ)*

＊ 酒精成分0.00％、零热量、不含糖分※根据营养标示标准
＊ アルコール0.00％、カロリー・糖質もゼロ※栄養表示基準による

Non-Alcoholic Beer 
(Asahi Dry Zero)*

＊ 0.00% Alcohol, zero calories and sugar
※Depending on nutrition labeling standards

Shochu with Black Oolong Tea
¥495黑乌龙茶酒  黒烏龍茶ハイ

Shochu with Roasted Green Tea
¥495焙茶酒  ほうじ茶ハイ

Shochu with Genmai Green Tea 
Containing Powdered Green Tea

¥495抹茶玄米绿茶酒
抹茶入り玄米緑茶ハイ

Shochu with Corn Tea
¥495玉米茶酒  コーン茶ハイ

茉莉花茶酒  ジャスミンハイ
Shochu with Jasmine Tea

¥495

碳酸威士忌  ハイボール
Whisky with Soda

¥495

柚子碳酸威士忌
ゆずハイボール

Whisky with Yuzu Soda

¥539

桃子碳酸威士忌
桃ハイボール

Whisky with Peach Soda

¥539

梅子碳酸威士忌
梅ハイボール

Whisky with Japanese Plum Soda
¥539

西柚碳酸威士忌
グレープフルーツハイボール

Whisky with Grapefruit Soda

¥539

苏打可乐威士忌
コークハイボール

Coke highball
¥539

苏打姜汁威士忌
ジンジャーハイボール

Ginger ale highball

¥539

原酒加冰/搀水/搀热水  ロック/水割/お湯割
On the Rocks/Water/Hot Water

Black Nikka Clear（威士忌苏打）
ブラックニッカ  クリア

Nikka Black Clear

¥495

金黑  金黒
Kinkuro

知心剑  知心剣
Shirashinken

一刻者  一刻者
Ikkomon

黑乌龙茶  黒烏龍茶
Black Oolong Tea

玉米茶  コーン茶
Corn Tea 
茉莉花茶  ジャスミンティー
Jasmine Tea

焙茶  ほうじ茶
Roasted Green Tea

抹茶玄米绿茶  抹茶入り玄米緑茶

Genmai Tea Containing 
Powdered Green Tea

黑乌龙茶  黒烏龍茶
Black Oolong Tea

Shochu (Japanese Vodka)

烧酒 原酒加冰/苏打水/搀水/搀热水

On the Rocks/Soda/Water/Hot Water

Bottle accompaniments
酒类搭配  ボトルのお供
Decanter

柠檬片  カットレモン
Sliced Lemon

¥110

玻璃瓶  デキャンタ
¥528
each

Low-Alcoholic
低度酒精 ローアルコール

ソフトドリンク

¥539
each

西柚子汁  グレープフルーツジュースGrapefruit Juice

苹果汁  りんごジュースApple Juice

橙汁  オレンジジュースOrange Juice

生姜苏打  ジンジャーエールGinger Ale

可口可乐  コカ・コーラCoca-Cola

可尔必思  カルピスCalpis

冰咖啡  アイスコーヒーIced Coffee

冰红茶  アイスティーIced Tea

Shochu with Yuzu & Soda
柚子味碳酸烧酒
ゆずサワー

¥495

Shochu with Calpis & Soda
可尔必思味碳酸烧酒
カルピスサワー

¥495

Shochu with Grapefruit & Soda
¥495西柚味碳酸烧酒

グレープフルーツサワー

白桃味碳酸烧酒
白桃サワー

Shochu with White Peach & Soda
¥495

鲜榨柠檬碳酸烧酒
生搾りレモンサワー

Shochu with Fresh Lemon & Soda
¥539

梅子酒  原酒加冰/苏打水/搀水/搀热水

Japanese Plum Wine
On the Rocks/Soda/Water/Hot Water

梅酒  ロック/ソーダ割/水割/お湯割

Shochu Sours
碳酸烧酒 サワー

Japanese Plum Wine
梅子酒 梅酒

鸡尾酒 カクテル
Beer
啤酒 ビール

※BEERY含有微量酒精。（0.5%）未满20岁人士、
怀孕及哺乳期人士、开车司机请勿饮用

*Beery contains a very small amount of alcohol (0.5%). 
Customers under the age of 20, customers who 
are pregnant or nursing, and customers who 
are driving should refrain from drinking it.

BEERY（微酒精饮料）※
ビアリー（微アルコール飲料）※

Beery (Low-Alcohol Beverage)*
¥539

※ビアリーには微量のアルコールが含まれています（0.5%）
20歳未満の方、妊婦・授乳期の方　
運転される方などは飲用をおやめください

ワイン

ハイボール・ウィスキー

温酒（大酒壶）270ml
清酒（熱燗  大とっくり） 1.5合

Hot Sake 
(hot sake in a large sake bottle), 
270 mL

¥759

Japanese Sake
清酒 日本酒

烧酒瓶 焼酎ボトル

焼酎  ロック/ソーダ割/水割/お湯割

Non-Alcoholic
非酒精类 ノンアルコール

 Shochu bottles, bottle 
 accompaniments, and 
sliced lemons are not included 
with all you can drink.

焼酎ボトル・ボトルのお供・カットレモンは
飲み放題対象外

瓶装烧酒、酒类搭配、柠檬片不属于无限畅饮

!

饮料菜单Drink Menu ドリンクメニュー

All You Can Drink
约50种about50 kinds 約50品

13种13 kinds 13品

自助另算  ドリンク飲み放題 100100100 707070分钟
min.

分钟
min.Last Order

最后点单

¥418 per person 
一份  お一人様

¥110per person 
一份  お一人様

Elementary school
children

小学生  小学生

Free 免费
無料

Preschool children
小学生未满  小学生未満

¥1,188
per person  一份  お一人様

All You Can Drink All You Can Drink 

(Soft Drinks Included)

酒类自助另算（含软饮料）  
アルコール飲み放題（ソフトドリンク含む）

软饮料自助另算  
ソフトドリンク飲み放題

Save money if you have 
3 drinks or more 
with all-you-can-drink!

3杯以上で飲み放題がオトク！
饮用3杯以上饮料时无限畅饮更划算！

Save money if you have 
2 drinks or more 
with all-you-can-drink!

2杯以上で飲み放題がオトク！
饮用3杯以上饮料时无限畅饮更划算！

Alcoholic Beverages Soft Drinks

100 分

*All prices include tax. ※此菜单所记载的价格均为含税价格  ※価格は全て税込価格です
*If your group is ordering all you can drink, each person must order the same all you can drink menu option. *For all you can drink, please exchange your glass for a new drink. *We do not allow menus to be removed from the restaurant.*The photos are for illustrative purposes only. 
●一同就餐的顾客点单饮料自助时，请按人数选同一款 ●饮料自助采用换杯制 ※禁止将菜单带出店外 ※图片仅供参考 ●飲み放題は、同一グループ人数分のご注文をお願いいたします  
●飲み放題はグラス交換制となります ※メニュー表の店外持ち出しは固くお断りいたします ※写真はイメージです　

*We do not serve alcoholic drinks to drivers or to customers under the age of 20. *We serve soft drinks in glasses labeled “soft drink” to differentiate them from alcoholic beverages. *If you would like a straw, please ask a server.
※对开车司机和未满20岁人士不提供酒类服务  ※为预防误饮事故，本店提供软饮料时将使用标有“软饮料”的专用玻璃杯  ※想使用吸管的客人请告知店员
※ドライバー・20歳未満のお客様へのお酒の提供はしておりません  ※当店では誤飲防止のため、ソフトドリンクは専用グラスでご提供しております  ※ストローをご入用のお客様はスタッフまでお声かけください
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自选3种的享用方法 温野菜の3つの楽しみ方

Please choose from 3 types.

All You Can Eat Course
自助食　食べ放題コース

Set Menu
套餐　しゃぶしゃぶ御膳

A la carte Menu
单品菜单　単品でのご注文

*The photos are for
 illustrative purposes only.

※图片仅供参考
  ※写真はイメージです



*If your group is ordering all you can eat, each person must order the same all you can eat course. *For all you can eat, customers who leave behind food may be charged an extra fee. *Please cook meat thoroughly before eating. 
*1 Tongue shabu-shabu and sakurahime dori chicken loin have been processed for appearance. *2 Beef shabu-shabu has been processed for tenderness. *The photos are for illustrative purposes only.
※一同就餐的顾客点单自助餐时，请按人数选同一款  ※按自助餐就餐原则，对于大量剩菜的客人可能额外收费  ※下锅涮肉时，请务必在中心部位也充分煮熟后食用  ※1舌尖肉涮涮锅与樱姫鸡里脊肉的形状是经过加工制成  ※2牛肉涮涮锅经过嫩肉加工  ※图片仅供参考
※食べ放題は、同一グループ同一メニューで人数分のご注文をお願い致します  ※食べ放題につき、お料理を残されたお客様に関しましては別料金を頂く場合がございます  ※お肉は、必ず中心部までしっかり加熱してからお召し上がりください  
※1 たんしゃぶ、桜姫鶏ロースは形を整える加工をしております  ※2 牛しゃぶは、やわらか加工をしております  ※写真はイメージです

7 kinds of meat 肉类 7种 9 kinds of meat 肉类 9种 11 kinds of meat 肉类 11种 12 kinds of meat 肉类 12种 13 kinds of meat 肉类 13种

一份　お一人様
per person ¥3,058 一份　お一人様

per person ¥3,278 一份　お一人様
per person ¥3,608 一份　お一人様

per person ¥4,158

お肉全9種お肉全7種 お肉全11種 お肉全12種

一份　お一人様
per person ¥5,148

お肉全13種

Pork 
Shabu-Shabu 
Course
猪肉涮涮锅自助餐套餐
豚しゃぶコース

牛肉涮涮锅※2自助餐套餐
牛しゃぶ※2コース

Beef 
Shabu-Shabu＊2 
Course

精选牛肉与伊比利亚猪肉锅自助餐套餐
厳選牛とイベリコ豚コース

Select Beef 
and Iberico 
Pork Course 

舌尖肉涮涮锅※1自助餐套餐
たんしゃぶ※1コース

Tongue 
Shabu-Shabu＊1 
Course

Iberico Pork 
Belly
伊比利亚猪肉涮涮锅　
イベリコ豚しゃぶ

Tongue 
Shabu-
Shabu＊1
舌尖肉涮涮锅※1

たんしゃぶ※1

Beef 
Short Plate
精选牛肉涮涮锅
厳選牛しゃぶ

Shulder Clod 
(Lean)
牛肉涮涮锅（精肉）
牛しゃぶ（赤身）

Beef 
Shabu-Shabu*2
牛肉涮涮锅※2

牛しゃぶ※2

Kuroge Wagyu 
Beef 黑毛和牛  黒毛和牛

Pork Belly 
猪肉涮涮锅  豚しゃぶ

Chicken Thigh
鸡腿肉  鶏もも

Beef Innards
牛肠  牛もつ

樱姫鸡里脊肉※1  桜姫鶏ロース※1

Sakurahime Dori 
Chicken Loin*1

Standard Meatballs
on Half-Cut Bamboo
竹筒罐鸡肉丸  竹筒鶏つみれ

Cheese Meatballs
奶酪肉丸  チーズつみれ

Pork Loin
猪肉涮涮锅（里脊肉）  豚しゃぶ（ロース）

黑毛和牛自助餐套餐
黒毛和牛コース

1

Please choose from 3 types. 自选3种的享用方法温野菜の3つの楽しみ方

Choose 1 Course. 选择套餐 

 All You Can Eat 自助食
食 べ 放 題

コースをお選びください

Beef Innards Set
牛肠锅组合  牛もつ鍋セット

※特選だしも追加料金なしでお選びいただけます※可免费选择特选汤底
*Special soup stock can also be selected free of charge.

※季節野菜の内容はスタッフまで
※时令蔬菜的内容请询问店员

季節野菜も食べられます还能享用时令蔬菜

You can also choose
 seasonal vegetables.

*Ask the staff what the seasonable vegetables are.

Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Recommend
最先点餐推荐
おすすめです

※点餐时若选择3,608日元以上的套餐，就可追加时令蔬菜！ ※3,608円以上のコースご注文で季節野菜もおかわりできます！
*For courses that cost 3,608 yen or more, second helpings of seasonal vegetables are free!Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

120120120分钟min. 909090分钟min.最后点单

Child discount
小学生优惠
小学生割

Preschool discount
幼童优惠
幼児割 ¥1,000off

Preschool children: Elementary school students, grades 1-3: 
1～3年级小学生
小学1～3年生

4～6年级小学生
小学4～6年生

Elementary school students, grades 4-6:
老年人优惠
シニア割

65岁以上
65歳以上

Senior discount Age 65 and older:
小学生未满
小学生未満 ¥500off¥500offFree

免费 無料

通常版通常版P1



*If your group is ordering all you can eat, each person must order the same all you can eat course. *For all you can eat, customers who leave behind food may be charged an extra fee. *Please cook meat thoroughly before eating. 
*1 Tongue shabu-shabu and sakurahime dori chicken loin have been processed for appearance. *2 Beef shabu-shabu has been processed for tenderness. *The photos are for illustrative purposes only.
※一同就餐的顾客点单自助餐时，请按人数选同一款  ※按自助餐就餐原则，对于大量剩菜的客人可能额外收费  ※下锅涮肉时，请务必在中心部位也充分煮熟后食用  ※1舌尖肉涮涮锅与樱姫鸡里脊肉的形状是经过加工制成  ※2牛肉涮涮锅经过嫩肉加工  ※图片仅供参考
※食べ放題は、同一グループ同一メニューで人数分のご注文をお願い致します  ※食べ放題につき、お料理を残されたお客様に関しましては別料金を頂く場合がございます  ※お肉は、必ず中心部までしっかり加熱してからお召し上がりください  
※1 たんしゃぶ、桜姫鶏ロースは形を整える加工をしております  ※2 牛しゃぶは、やわらか加工をしております  ※写真はイメージです

7 kinds of meat 肉类 7种 9 kinds of meat 肉类 9种 11 kinds of meat 肉类 11种 12 kinds of meat 肉类 12种 13 kinds of meat 肉类 13种

一份　お一人様
per person ¥3,058 一份　お一人様

per person ¥3,278 一份　お一人様
per person ¥3,608 一份　お一人様

per person ¥4,158

お肉全9種お肉全7種 お肉全11種 お肉全12種

一份　お一人様
per person ¥5,148

お肉全13種

Pork 
Shabu-Shabu 
Course
猪肉涮涮锅自助餐套餐
豚しゃぶコース

牛肉涮涮锅※2自助餐套餐
牛しゃぶ※2コース

Beef 
Shabu-Shabu＊2 
Course

精选牛肉与伊比利亚猪肉锅自助餐套餐
厳選牛とイベリコ豚コース

Select Beef 
and Iberico 
Pork Course 

舌尖肉涮涮锅※1自助餐套餐
たんしゃぶ※1コース

Tongue 
Shabu-Shabu＊1 
Course

Iberico Pork 
Belly
伊比利亚猪肉涮涮锅　
イベリコ豚しゃぶ

Tongue 
Shabu-
Shabu＊1
舌尖肉涮涮锅※1

たんしゃぶ※1

Beef 
Short Plate
精选牛肉涮涮锅
厳選牛しゃぶ

Shulder Clod 
(Lean)
牛肉涮涮锅（精肉）
牛しゃぶ（赤身）

Beef 
Shabu-Shabu*2
牛肉涮涮锅※2

牛しゃぶ※2

Kuroge Wagyu 
Beef 黑毛和牛  黒毛和牛

Pork Belly 
猪肉涮涮锅  豚しゃぶ

Chicken Thigh
鸡腿肉  鶏もも

Beef Innards
牛肠  牛もつ

樱姫鸡里脊肉※1  桜姫鶏ロース※1

Sakurahime Dori 
Chicken Loin*1

Standard Meatballs
on Half-Cut Bamboo
竹筒罐鸡肉丸  竹筒鶏つみれ

Cheese Meatballs
奶酪肉丸  チーズつみれ

Pork Loin
猪肉涮涮锅（里脊肉）  豚しゃぶ（ロース）

黑毛和牛自助餐套餐
黒毛和牛コース

1

Please choose from 3 types. 自选3种的享用方法温野菜の3つの楽しみ方

Choose 1 Course. 选择套餐 

 All You Can Eat 自助食
食 べ 放 題

コースをお選びください

Beef Innards Set
牛肠锅组合  牛もつ鍋セット

※特選だしも追加料金なしでお選びいただけます※可免费选择特选汤底
*Special soup stock can also be selected free of charge.

※季節野菜の内容はスタッフまで
※时令蔬菜的内容请询问店员

季節野菜も食べられます还能享用时令蔬菜

You can also choose
 seasonal vegetables.

*Ask the staff what the seasonable vegetables are.

Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Recommend
最先点餐推荐
おすすめです

※点餐时若选择3,608日元以上的套餐，就可追加时令蔬菜！ ※3,608円以上のコースご注文で季節野菜もおかわりできます！
*For courses that cost 3,608 yen or more, second helpings of seasonal vegetables are free!Sea

sona
l Vegetables

季節野菜
时令蔬菜

120120120分钟min. 909090分钟min.最后点单

Child discount
小学生优惠
小学生割

Preschool discount
幼童优惠
幼児割 ¥1,000off

Preschool children: Elementary school students, grades 1-3: 
1～3年级小学生
小学1～3年生

4～6年级小学生
小学4～6年生

Elementary school students, grades 4-6:
老年人优惠
シニア割

65岁以上
65歳以上

Senior discount Age 65 and older:
小学生未满
小学生未満 ¥500off¥500offFree

免费 無料

通常版通常版P1

*Shabu-shabu soup stock is free of charge. However, special soup stock, herb soup stock and herb and spicy soup stock cost the additional price shown. *Beef tail is made from Japanese beef. *The photos are for illustrative purposes only.
※涮涮锅的汤底免费。但是，第三代极品汤底与药膳汤底，药膳火锅汤底按所标价格另行收费  ※牛尾为日本产  ※图片仅供参考
※しゃぶしゃぶだしは無料です。但し、三代目極みだし・薬膳だし・薬膳火鍋だしは記載の追加料金を頂きます  ※牛テールは国産です  ※写真はイメージです　

*If your group is ordering all you can drink, each person must order the same all you can drink menu option. *For all you can drink, please exchange your glass for a new drink. ●一同就餐的顾客点单饮料自助时，请按人数选同一款  ●饮料自助采用换杯制
●飲み放題は、同一グループ人数分のご注文をお願い致します  ●飲み放題はグラス交換制となります

*All prices include tax. ※此菜单所记载的价格均为含税价格  ※価格は全て税込価格です

*We do not serve alcoholic drinks to drivers or to customers under the age of 20. *We serve soft drinks in glasses labeled “soft drink” to differentiate them from alcoholic beverages. *If you would like a straw, please ask a server.
※对开车司机和未满20岁人士不提供酒类服务  ※为预防误饮事故，本店提供软饮料时将使用标有“软饮料”的专用玻璃杯  ※想使用吸管的客人请告知店员
※ドライバー・20歳未満のお客様へのお酒の提供はしておりません  ※当店では誤飲防止のため、ソフトドリンクは専用グラスでご提供しております  ※ストローをご入用のお客様はスタッフまでお声かけください

All You Can Eat Course Set Menu A la carte Menu
自助食　食べ放題コース 套餐　しゃぶしゃぶ御膳 单品菜单　単品でのご注文

You can choose the type of drink menu.3 选择饮料

Choose 2 types of soup stock.2 选择2种汤底

Rich Tonyu Dashi
(Soy Milk Soup Stock)
浓厚豆浆汤底  濃厚豆乳だし

Savory and Spicy 
Pot-Dish Soup Stock
香辣火锅汤底  旨辛火鍋だし

Herb Soup Stock
药膳汤底  
薬膳だし

Herb and Spicy Soup Stock
药膳火锅汤底  
薬膳火鍋だし

Rishiri Konbu Dashi 
(Kelp Soup Stock)
利尻海带汤底  利尻昆布だし

Rich and Savory Ninniku Dashi 
(Garlic Soup Stock)
美味蒜香汤底  こく旨にんにくだし

Wagyu Soup Stock
和牛汤底  和牛だし

Special Soup Stock
第三代极品汤底  
三代目極みだし

Recommend
最先点餐推荐
おすすめです

Beef Innards Set
牛肠锅组合  牛もつ鍋セット

＋¥220Per pot 每锅 一鍋につき

Sukiyaki Soup Stock
寿喜烧汤底  すき焼きだし

with raw egg
附带生鸡蛋  玉子付き

Per pot 每锅 一鍋につき

追加の薬膳スパイス
＋¥440Extra herb spice追加药膳香辛料

Per pot 每锅 一鍋につき

追加の薬膳スパイス
＋¥440Extra herb spice追加药膳香辛料

おだしを２種お選びください

飲み物をお選びください

无限畅饮饮品菜单及单品菜单请参见封底
The menus for all you can drink beverages and single-item beverages are on the back. 飲み放題対象メニュー、単品のメニューは裏表紙をご確認ください

Sp
ecia

l Soup StockSp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sp
ecia

l Soup StockSp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

Sp
ecia

l Soup StockSp
ecia

l Soup Stock

特選だし
特选汤底

需要柚子醋或芝麻酱的顾客请按您所需点餐
ポン酢やごまだれが必要な方はお気軽にご注文ください

If you need
citrus-flavored soy sauce or 
sesame sauce, please feel free to order it.

饮料自助  ドリンク飲み放題All You Can Drink

¥1,408
120120120 909090分钟

min.
分钟
min.Last Order

最后点单

¥484 per person 
一份  お一人様

per person  一份  お一人様

Only for customers 
who order all you can eat

仅限自助餐套餐
食べ放題専用

¥110 per person 
一份  お一人様

Elementary school
children

小学生  小学生

Free 免费
無料

Preschool children
小学生未满  小学生未満

软饮料自助另算  
ソフトドリンク
飲み放題

All You Can 
Drink 
Soft Drinks

酒类自助另算（含软饮料）  
アルコール飲み放題（ソフトドリンク含む）

13种13 kinds 13品
约50种about50 kinds 約50品

通常版

All You Can Drink 
Alcoholic Beverages
(Soft Drinks Included)

Save money if you have 
2 drinks or more 
with all-you-can-drink!

2杯以上で飲み放題がオトク！

饮用2杯以上饮料时
无限畅饮更划算！

Save money if you have 
3 drinks or more 
with all-you-can-drink!

3杯以上で飲み放題がオトク！

饮用3杯以上饮料时
无限畅饮更划算！

P2



*The origin of the food listed may differ depending on region, season, weather, and procurement. *Please cook meat thoroughly before eating. *1 Tongue shabu-shabu and sakurahime dori chicken loin have been processed for appearance. 
*2 Beef shabu-shabu has been processed for tenderness. *The photos are for illustrative purposes only.
※根据所属地区、时期、气候、调货等情况，产地可能与所标产地有所不同  ※下锅涮肉时，请务必在中心部位也充分煮熟后食用  ※1舌尖肉涮涮锅与樱姫鸡里脊肉的形状是经过加工制成   ※2牛肉涮涮锅经过嫩肉加工  ※图片仅供参考
※地域・時期・天候・調達の都合により、表記以外の産地となる場合もございます  ※お肉は、必ず中心部までしっかり加熱してからお召し上がりください   ※1 たんしゃぶ、桜姫鶏ロースは形を整える加工をしております 
※2 牛しゃぶは、やわらか加工をしております  ※写真はイメージです

Chicken Thigh
鸡腿肉  鶏もも

Beef Innards
牛肠  牛もつ

Beef Short Plate
精选牛肉涮涮锅  厳選牛しゃぶ

Shoulder Clod (Lean)
牛肉涮涮锅（精肉）  牛しゃぶ（赤身）

Beef Shabu-Shabu*2
牛肉涮涮锅※2  牛しゃぶ※2

Kuroge Wagyu Beef
黑毛和牛  黒毛和牛

Iberico Pork Shabu-Shabu
伊比利亚猪肉涮涮锅  イベリコ豚しゃぶ

Pork Shabu-Shabu Course 猪肉涮涮锅自助餐套餐
豚しゃぶコース

牛肉涮涮锅※2自助餐套餐
牛しゃぶ※2コース

Beef 
Shabu-Shabu*2  
Course

精选牛肉与伊比利亚猪肉锅自助餐套餐
厳選牛とイベリコ豚コース

Select Beef 
and Iberico 
Pork Course 

舌尖肉涮涮锅※1自助餐套餐
たんしゃぶ※1コース

Tongue 
Shabu-Shabu*1 
Course

黑毛和牛自助餐套餐  黒毛和牛コース

We'll offer this one first.We'll offer this one first.
首先为您提供这道　最初にこちらをご提供します

Fresh Japanese Vegetables 国产蔬菜おかわり国産野菜

Lettuce
生菜  レタス

Lettuce
生菜  レタス

Maitake Mushrooms
舞茸  完熟舞茸

Donko Shiitake Mushrooms
大香菇  肉厚椎茸

Napa Cabbage
白菜  白菜

Napa Cabbage
白菜  白菜

Cabbage
卷心菜  キャベツ

Julienne Welsh Onion
葱丝  洒落ねぎ

Jumbo Nameko Mushrooms
大朴蕈蘑菇  ジャンボなめこ

Welsh Onion
大葱  長ねぎ

Garlic Chive
韭菜  ニラ

Sweet Carrots
甘甜胡萝卜  甘にんじん

Pea Sprouts
豆苗  豆苗

Potherb Mustard
针状菜  水菜

Pea Sprouts
豆苗  豆苗

Garlic Chive
韭菜  ニラ

Julienne Welsh Onion
葱丝  洒落ねぎ

Lotus Root
莲藕  れんこん

Sweet Carrots
甘甜胡萝卜  甘にんじん

Tomato
西红柿  トマト

Bean Sprouts
绿豆豆芽  緑豆もやし

Jumbo Nameko Mushrooms
大朴蕈蘑菇  ジャンボなめこ Bean Sprouts

绿豆豆芽  緑豆もやし

Potherb Mustard
针状菜  水菜

Inca's Awakening (potatoes)
北海道特产马铃薯  インカのめざめ

Tomato
西红柿  トマト

Lotus Root
莲藕  れんこん

Flavored Enoki Mushrooms
脆嫩金针菇  味えのき

Beef Innards Set
牛肠锅组合　牛もつ鍋セット

Sakurahime Dori Chicken Loin*1
樱姫鸡里脊肉※1  　桜姫鶏ロース※1

Pork Belly 
猪肉涮涮锅  豚しゃぶ

Pork Loin
猪肉涮涮锅（里脊肉）　豚しゃぶ（ロース）

自助餐 吃到饱菜单All You Can Eat Menu 食べ放題メニュー

Tongue 
Shabu-Shabu*1
舌尖肉涮涮锅※1  
たんしゃぶ※1

Meats 肉类 Meats differ depending on the course. 
肉类依自助餐套餐而有所不同 コースによってお肉の種類が異なりますおかわりお肉

一天所需精选蔬菜什锦
１日分の野菜が食べられるこだわり野菜盛り

One Day’s Worth of Special 
Vegetables Assortment

Cheese Meatballs
奶酪肉丸  チーズつみれ

Standard Meatballs
on Half-Cut Bamboo
竹筒罐鸡肉丸  竹筒鶏つみれ

※季節野菜の内容はスタッフまで
※时令蔬菜的内容请询问店员
*Ask the staff what the seasonable vegetables are.

3,608円以上のコースご注文で
季節野菜もおかわりできます！

点餐时若选择3,608日元以上的
套餐，就可追加时令蔬菜！

For courses that cost 3,608 yen 
or more, second helpings of 
seasonal vegetables 
are free!
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*The origin of the food listed may differ depending on region, season, weather, and procurement. *Please cook meat thoroughly before eating. *1 Tongue shabu-shabu and sakurahime dori chicken loin have been processed for appearance. 
*2 Beef shabu-shabu has been processed for tenderness. *The photos are for illustrative purposes only.
※根据所属地区、时期、气候、调货等情况，产地可能与所标产地有所不同  ※下锅涮肉时，请务必在中心部位也充分煮熟后食用  ※1舌尖肉涮涮锅与樱姫鸡里脊肉的形状是经过加工制成   ※2牛肉涮涮锅经过嫩肉加工  ※图片仅供参考
※地域・時期・天候・調達の都合により、表記以外の産地となる場合もございます  ※お肉は、必ず中心部までしっかり加熱してからお召し上がりください   ※1 たんしゃぶ、桜姫鶏ロースは形を整える加工をしております 
※2 牛しゃぶは、やわらか加工をしております  ※写真はイメージです

Chicken Thigh
鸡腿肉  鶏もも

Beef Innards
牛肠  牛もつ

Beef Short Plate
精选牛肉涮涮锅  厳選牛しゃぶ

Shoulder Clod (Lean)
牛肉涮涮锅（精肉）  牛しゃぶ（赤身）

Beef Shabu-Shabu*2
牛肉涮涮锅※2  牛しゃぶ※2

Kuroge Wagyu Beef
黑毛和牛  黒毛和牛

Iberico Pork Shabu-Shabu
伊比利亚猪肉涮涮锅  イベリコ豚しゃぶ

Pork Shabu-Shabu Course 猪肉涮涮锅自助餐套餐
豚しゃぶコース

牛肉涮涮锅※2自助餐套餐
牛しゃぶ※2コース

Beef 
Shabu-Shabu*2  
Course

精选牛肉与伊比利亚猪肉锅自助餐套餐
厳選牛とイベリコ豚コース

Select Beef 
and Iberico 
Pork Course 

舌尖肉涮涮锅※1自助餐套餐
たんしゃぶ※1コース

Tongue 
Shabu-Shabu*1 
Course

黑毛和牛自助餐套餐  黒毛和牛コース

We'll offer this one first.We'll offer this one first.
首先为您提供这道　最初にこちらをご提供します

Fresh Japanese Vegetables 国产蔬菜おかわり国産野菜

Lettuce
生菜  レタス

Lettuce
生菜  レタス

Maitake Mushrooms
舞茸  完熟舞茸

Donko Shiitake Mushrooms
大香菇  肉厚椎茸

Napa Cabbage
白菜  白菜

Napa Cabbage
白菜  白菜

Cabbage
卷心菜  キャベツ

Julienne Welsh Onion
葱丝  洒落ねぎ

Jumbo Nameko Mushrooms
大朴蕈蘑菇  ジャンボなめこ

Welsh Onion
大葱  長ねぎ

Garlic Chive
韭菜  ニラ

Sweet Carrots
甘甜胡萝卜  甘にんじん

Pea Sprouts
豆苗  豆苗

Potherb Mustard
针状菜  水菜

Pea Sprouts
豆苗  豆苗

Garlic Chive
韭菜  ニラ

Julienne Welsh Onion
葱丝  洒落ねぎ

Lotus Root
莲藕  れんこん

Sweet Carrots
甘甜胡萝卜  甘にんじん

Tomato
西红柿  トマト

Bean Sprouts
绿豆豆芽  緑豆もやし

Jumbo Nameko Mushrooms
大朴蕈蘑菇  ジャンボなめこ Bean Sprouts

绿豆豆芽  緑豆もやし

Potherb Mustard
针状菜  水菜

Inca's Awakening (potatoes)
北海道特产马铃薯  インカのめざめ

Tomato
西红柿  トマト

Lotus Root
莲藕  れんこん

Flavored Enoki Mushrooms
脆嫩金针菇  味えのき

Beef Innards Set
牛肠锅组合　牛もつ鍋セット

Sakurahime Dori Chicken Loin*1
樱姫鸡里脊肉※1  　桜姫鶏ロース※1

Pork Belly 
猪肉涮涮锅  豚しゃぶ

Pork Loin
猪肉涮涮锅（里脊肉）　豚しゃぶ（ロース）

自助餐 吃到饱菜单All You Can Eat Menu 食べ放題メニュー

Tongue 
Shabu-Shabu*1
舌尖肉涮涮锅※1  
たんしゃぶ※1

Meats 肉类 Meats differ depending on the course. 
肉类依自助餐套餐而有所不同 コースによってお肉の種類が異なりますおかわりお肉

一天所需精选蔬菜什锦
１日分の野菜が食べられるこだわり野菜盛り

One Day’s Worth of Special 
Vegetables Assortment

Cheese Meatballs
奶酪肉丸  チーズつみれ

Standard Meatballs
on Half-Cut Bamboo
竹筒罐鸡肉丸  竹筒鶏つみれ

※季節野菜の内容はスタッフまで
※时令蔬菜的内容请询问店员
*Ask the staff what the seasonable vegetables are.

3,608円以上のコースご注文で
季節野菜もおかわりできます！

点餐时若选择3,608日元以上的
套餐，就可追加时令蔬菜！

For courses that cost 3,608 yen 
or more, second helpings of 
seasonal vegetables 
are free!
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Vanilla Ice Cream
香草冰淇淋  バニラアイス

Cookies and Cream Ice Cream
曲奇奶油冰淇淋  クッキー＆クリームアイス

Coffee Jelly Parfait for Adults
成人风味咖啡果冻芭菲  ちょっぴり大人な珈琲ゼリーパフェ

ONYASAI Ice Cream
温野菜冰淇淋  温野菜アイス

Strawberry Sorbet
莓果冰沙  苺シャーベット

Desserts点心 べつばらデザート

Chocolate Cake with Vanilla Ice Cream
巧克力蛋糕 配香草冰淇淋   ガトーショコラ バニラアイス添え

Homemade Chocolate Tiramisu
本店自制巧克力提拉米苏  店内仕込みのチョコティラミス

Homemade Matcha Tiramisu
本店自制抹茶提拉米苏  店内仕込みの抹茶ティラミス

Berry Parfait with Framboise Sauce
浆果芭菲 树莓酱  ベリーのパフェ フランボワーズソース

Comes with a dessert 每人免费提供一品
1人１品サービス

通常版

Dashi Omelette 
with Rice Cake
Q弹汤底鸡蛋卷
もっちりだし巻き玉子

Creamy Tofu with 
Raw Seaweed
生海苔嫩豆腐
とろとろ生海苔豆富

Hokkaido Specialty Potato with 
Fermented Squid Innards, 
Mayonnaise and Butter
北海道特产马铃薯块  北海道名物じゃがから

Potato Mayonnaise Salad 
with Corned Beef
土豆蛋黄酱盐腌牛肉
じゃがマヨコンビーフ

Rolled Omelet Covered in 
Thick Yuba (Soy Milk Skin) Sauce
豆腐皮浇汁的高汤煎蛋卷
だし巻き湯葉あんかけ

Caesar Salad with Colorful 
Japanese-Grown Vegetables
日本产蔬菜的多彩凯撒沙拉
国産野菜の彩りシーザーサラダ

Crispy Lettuce Salad with 
Korean Dressing
爽脆生菜的韩式沙拉
しゃきしゃきレタスのチョレギサラダ

Grated Daikon and Ponzu Salad 
with Yuzu Dressing
柚香 萝卜泥柚子醋沙拉
柚子香る おろしポン酢サラダ

Salads

Seasoned Quail Eggs
风味鹌鹑蛋  うずらの味玉

Tripe Ponzu 
(citrus-flavored soy sauce)
柚子醋猪肚  がつポン酢

Cucumber with Shark 
Cartilage and Dried Plum
黄瓜拌梅香软骨 きゅうりの梅水晶 

Spiced Cod Roe 
Mixed with Mayonnaise 
on Cucumber
鳕鱼子蛋黄酱黄瓜  
きゅうりの明太マヨのせ

Edamame
盐水毛豆  塩枝豆

Napa Kimchi
甜辣白菜  甘辛キムチ

Chilled Tomatoes with 
Ginger in Gelatin Sauce
凉拌红姜番茄果冻
冷やしジュレのガリトマト

Shio Cabbage
盐腌卷心菜  塩キャベツ

沙拉 サラダ

Sides 前菜 前菜

精品料理Appetizers 逸品料理

Rice Cake Shabu-Shabu
年糕片  もちしゃぶ

Kyoto Namafu (Wheat Gluten)
京生麩  京生麩

Cheese Shabu-Shabu
奶酪片  チーズしゃぶしゃぶ

Mochi in Fried Tofu Pouch
年糕豆腐包  餅巾着

Malony (potato starch-based noodles)
马铃薯粉条  マロニーちゃんJapanese Tofu (pressed soybean curd)

豆腐块  おし豆富

Yuba (Soy Milk Skin) Shabu-Shabu
豆腐皮  湯葉しゃぶ

Boiled Meat Dumplings
糯米水饺  もっちり水餃子

Sausage 火腿肠  ウインナー

Flat Noodles
刀削面  きしめん

Chinese Noodles
中式面  中華麺

Rice with Raw Egg
TKG生鸡蛋盖饭  TKG たまごかけごはん

Grated Garlic
大蒜泥  おろしにんにく

Chinese Red Chile Oil
辣油  ラー油

Cayenne Pepper Powder
辣椒粉  一味唐辛子

Gomadare (sesame sauce)
芝麻酱  ごまだれ

Ponzu (citrus-flavored soy sauce)
柚子醋  ポン酢

Toasted Sesame Seeds
炒芝麻  いりごま

Scallions
小葱  万能ねぎ

Grated Daikon
粗削萝卜泥  鬼おろし

Salt and Pepper
胡椒盐  塩こしょう

Black Spice
特制黑辣椒  黒辛味

Rice Porridge with Egg Set
鸡蛋粥套餐  玉子雑炊セット

Cheese Risotto Set
奶酪烩饭套餐  チーズリゾット セット

Kyoto Udon
京都乌冬面  京うどん

锅肴Pot-Dishes 鍋肴

Sauces and Condiments 酱汁、调味佐料 たれ・薬味

膳食Meals 〆・ごはん

Mini Curry Rice Bowl (Medium-Spicy)
迷你咖喱盖饭（中辣）  ミニカレー丼（中辛）

Rice (L) (M) (S)
米饭（大）（中）（小）  ごはん  大・中・小

*Nori is flash-frozen to maintain freshness. *All rice used is grown domestically. *The origin of the food listed may differ depending on region, season, weather, and procurement. *The photos are for illustrative purposes only. 
※生海苔采用急速冷冻来维持新鲜度  ※使用日本国产大米  ※根据所属地区、时期、气候、调货等情况，产地可能与所标产地有所不同  ※图片仅供参考
※生海苔は急速冷凍して鮮度維持をしております  ※使用しているお米は全て国産米です  
※地域・時期・天候・調達の都合により、表記以外の産地となる場合もございます  ※写真はイメージです
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Tongue Shabu-Shabu＊1
舌尖肉涮涮锅※1

たんしゃぶ※1

Kuroge Wagyu Beef (2 plates)
黑毛和牛(2盘）黒毛和牛(2皿）

黑毛和牛涮涮锅套餐  
黒毛和牛しゃぶ膳

¥2,508per set
每人  お一人様

Cheese 
Risotto Set
奶酪烩饭套餐  
チーズリゾット
セット

Rice Porridge 
with Egg Set
鸡蛋粥套餐
玉子雑炊セット

Chinese
Noodles
中式面
中華麺

Flat Noodles
刀削面　きしめん

Kyoto
Udon
京都乌冬面
京うどん

Pork Belly
猪肉涮涮锅
豚しゃぶ

Pork Loin
猪肉涮涮锅（里脊肉）
豚しゃぶ（ロース）

Sakurahime Dori 
Chicken Loin*1
樱姫鸡里脊肉※1

桜姫鶏ロース※1

Pork Belly
猪肉涮涮锅
豚しゃぶ

Beef 
Shabu-Shabu*2
牛肉涮涮锅※2

牛しゃぶ※2

Beef 
Short Plate
精选牛肉涮涮锅
厳選牛しゃぶ

Shoulder Clod 
(Lean)
牛肉涮涮锅（精肉）
牛しゃぶ（赤身）

Beef 
Shabu-Shabu*2 
牛肉涮涮锅※2

牛しゃぶ※2

Tongue 
Shabu-Shabu*1
舌尖肉涮涮锅※1

たんしゃぶ※1

¥2,068per set
每人  お一人様

Pork 
Shabu-Shabu Set

¥1,518per set
每人  お一人様

猪肉涮涮锅套餐 豚しゃぶ膳

Beef 
Shabu-Shabu*2 Set

¥1,848per set
每人  お一人様

牛肉涮涮锅※2套餐 牛しゃぶ※2 膳

Tongue 
Shabu-Shabu*1 Set
舌尖肉涮涮锅※1套餐 たんしゃぶ※1 膳

Set Menu 套餐 しゃぶしゃぶ御膳

Wagyu Soup Stock
和牛汤底  和牛だし

Savory and Spicy 
Pot-Dish Soup Stock
香辣火锅汤底  旨辛火鍋だし

Rich Tonyu Dashi 
(Soy Milk Soup Stock)
浓厚豆浆汤底  濃厚豆乳だし

Rishiri Konbu Dashi 
(Kelp Soup Stock)
利尻海带汤底  利尻昆布だし

Special Soup Stock
第三代极品汤底  三代目極みだし

＋¥220Per pot 每锅  一鍋につき

Choose 2 types 
of soup stock.

2
选择2种汤底

Sukiyaki Soup Stock
寿喜烧汤底  すき焼きだし
with raw egg
附带生鸡蛋  玉子付き

＋¥55Extra egg 追加蛋  追加玉子

Herb Soup Stock
药膳汤底  薬膳だし
Per pot 每锅  一鍋につき

＋¥440Extra herb spice
追加药膳香辛料  追加の薬膳スパイス

Herb and Spicy Soup Stock
药膳火锅汤底  薬膳火鍋だし
Per pot 每锅  一鍋につき

＋¥440Extra herb spice
追加药膳香辛料  追加の薬膳スパイス

おだしを２種
お選びください

这些商品包含在套餐内  
御膳にはこちらの商品が付きます   

These items will be 
included in the Set Menu.

One Day’s Worth of Special 
Vegetables Assortment
一天所需精选蔬菜什锦
１日分の野菜が食べられるこだわり野菜盛り

Rolled Omelet Covered in Thick
Yuba (Soy Milk Skin) Sauce
豆腐皮浇汁的高汤煎蛋卷
だし巻き湯葉あんかけ

1 Choose 1 meat set. 选择肉类组合选择肉类组合
お肉をお選びください

可选收尾菜品
（请从这里选择一种类型）

選べる〆もの
（こちらから1種類お選びください）

Choice of
Finishing Dish 
(You can choose 
1 type from here.)

膳食Meals お鍋の〆

You can choose the type of drink menu.3 选择饮料选择饮料
飲み物をお選びください

*Does not include raw egg. (55 yen à la carte)
※不含生鸡蛋（单品 55日元）
※生たまごは、付きません（単品55円）

需要柚子醋或芝麻酱的顾客请按您所需点餐
ポン酢やごまだれが必要な方はお気軽にご注文ください

If you need citrus-f lavored soy sauce 
or sesame sauce, please feel free to order it.

*All rice used is grown domestically. *Shabu-shabu soup stock is free of charge. However, special soup stock, herb soup stock and herb and spicy soup stock cost the additional price shown. *Beef tail is made from Japanese beef. *The origin 
of the food listed may differ depending on region, season, weather, and procurement. *Please cook meat thoroughly before eating. *1 Tongue shabu-shabu and sakurahime dori chicken loin have been processed for appearance. *2 Beef 
shabu-shabu has been processed for tenderness. *The photos are for illustrative purposes only.
※使用日本国产大米  ※涮涮锅的汤底免费。但是，第三代极品汤底与药膳汤底，药膳火锅汤底按所标价格另行收费  ※牛尾为日本产  ※根据所属地区、时期、气候、调货等情况，产地可能与所标产地有所不同  ※下锅涮肉时，请务必在中心部位也充
分煮熟后食用  ※1舌尖肉涮涮锅与樱姫鸡里脊肉的形状是经过加工制成  ※2牛肉涮涮锅经过嫩肉加工  ※图片仅供参考
※使用しているお米は全て国産米です  ※しゃぶしゃぶだしは無料です。但し、三代目極みだし・薬膳だし・薬膳火鍋だしは記載の追加料金を頂きます  ※牛テールは国産です  ※地域・時期・天候・調達の都合により、表記以外の産地となる場合もございます  
※お肉は、必ず中心部までしっかり加熱してからお召し上がりください ※1 たんしゃぶ、桜姫鶏ロースは形を整える加工をしております ※2 牛しゃぶは、やわらか加工をしております  ※写真はイメージです

*If your group is ordering all you can drink, each person must order the same all you can drink menu option. *For all you can drink, please exchange your glass for a new drink. ●一同就餐的顾客点单饮料自助时，请按人数选同一款  ●饮料自助采用换杯制
●飲み放題は、同一グループ人数分のご注文をお願い致します  ●飲み放題はグラス交換制となります

*We do not serve alcoholic drinks to drivers or to customers under the age of 20. *We serve soft drinks in glasses labeled “soft drink” to differentiate them from alcoholic beverages. *If you would like a straw, please ask a server.
※对开车司机和未满20岁人士不提供酒类服务  ※为预防误饮事故，本店提供软饮料时将使用标有“软饮料”的专用玻璃杯  ※想使用吸管的客人请告知店员
※ドライバー・20歳未満のお客様へのお酒の提供はしておりません  ※当店では誤飲防止のため、ソフトドリンクは専用グラスでご提供しております  ※ストローをご入用のお客様はスタッフまでお声かけください

无限畅饮饮品菜单及单品菜单请参见封底
The menus for all you can drink beverages and single-item beverages are on the back. 飲み放題対象メニュー、単品のメニューは裏表紙をご確認ください

饮料自助  
ドリンク飲み放題All You Can Drink

¥1,188
100100100 707070分钟

min.
分钟
min.

¥418 per person 
一份  お一人様

per person  一份  お一人様

Price for customers who 
order sets and individual dishes

仅限点豪华套餐、单品的顾客
しゃぶしゃぶ御膳、または単品でご注文の方

¥110 per person 
一份  お一人様

Elementary school
children

小学生  小学生

Free 免费
無料

Preschool children
小学生未满  小学生未満

软饮料自助另算  
ソフトドリンク
飲み放題

All You Can 
Drink 
Soft Drinks

酒类自助另算（含软饮料）  
アルコール飲み放題（ソフトドリンク含む）

All You Can Drink 
Alcoholic Beverages
(Soft Drinks Included)

13种13 kinds 13品
约50种about50 kinds 約50品

Last Order
最后点单

Save money if you have 
2 drinks or more 
with all-you-can-drink!

2杯以上で飲み放題がオトク！

饮用2杯以上饮料时
无限畅饮更划算！

Save money if you have 
3 drinks or more 
with all-you-can-drink!

3杯以上で飲み放題がオトク！

饮用3杯以上饮料时
无限畅饮更划算！
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我们将向点餐时仅选择单品菜单的顾客收取每位
330日元的汤底费用。学龄前儿童汤底免费

Customers who order from the 
à la carte menu only will be charged 
330 yen per person for dashi (soup stock). 
Preschool children are free of charge.

単品メニューのみをご注文のお客様は
おだし料金としてお一人様330円を頂きます。
未就学児のお客様は無料です

一天所需精选蔬菜什锦
こだわり野菜盛り

One Day’s Worth of Special 
Vegetables Assortment

Kuroge Wagyu Beef
黑毛和牛  黒毛和牛 ¥715

Beef Short-Plate
精选牛肉涮涮锅  厳選牛しゃぶ ¥550

Pork Belly
猪肉涮涮锅  豚しゃぶ ¥385

Pork Loin
猪肉涮涮锅（里脊肉）  豚しゃぶ（ロース） ¥385

Beef Shabu-Shabu*2
牛肉涮涮锅※2  牛しゃぶ※2 ¥440

Shoulder Clod (Lean)
牛肉涮涮锅（精肉）  牛しゃぶ（赤身） ¥440

Beef Innards
牛肠  牛もつ ¥385

Standard Meatballs 
on Half-Cut Bamboo
竹筒罐鸡肉丸  竹筒鶏つみれ ¥275

Cheese Meatballs
奶酪肉丸  チーズつみれ ¥275

Sakurahime Dori 
Chicken Loin*1
樱姫鸡里脊肉※1  桜姫鶏ロース※1 ¥275

Chicken Thigh
鸡腿肉  鶏もも ¥275

¥495
Tongue Shabu-Shabu*1
舌尖肉涮涮锅※1  たんしゃぶ※1

¥495
Iberico Pork Belly
伊比利亚猪肉涮涮锅  イベリコ豚しゃぶ

Meats 肉类
お肉

A la carte Menu 単品メニュー单点菜单

Fresh Japanese 
Vegetables

Lettuce
生菜  レタス ¥165

Maitake Mushrooms
舞茸  完熟舞茸 ¥220

Chilled Tomatoes with 
Ginger in Gelatin Sauce
凉拌红姜番茄果冻  
冷やしジュレのガリトマト ¥165

Seasoned Quail Eggs
风味鹌鹑蛋  うずらの味玉 ¥165

Tripe Ponzu 
(citrus-flavored soy sauce)
柚子醋猪肚  がつポン酢 ¥165

Cucumber with Shark 
Cartilage and Dried Plum
黄瓜拌梅香软骨  きゅうりの梅水晶 ¥165

Edamame 
盐水毛豆  塩枝豆 ¥165

Spiced Cod Roe Mixed with 
Mayonnaise on Cucumber
鳕鱼子蛋黄酱黄瓜  
きゅうりの明太マヨのせ ¥275

Shio Cabbage
盐腌卷心菜  塩キャベツ ¥165

Potato Mayonnaise Salad 
with Corned Beef
土豆蛋黄酱盐腌牛肉  
じゃがマヨコンビーフ ¥385

Hokkaido Specialty Potato 
with Fermented Squid Innards, 
Mayonnaise and Butter
北海道特产马铃薯块  
北海道名物じゃがから ¥275

Creamy Tofu with Raw Seaweed
生海苔嫩豆腐  
とろとろ生海苔豆富 ¥275

Napa Cabbage
白菜  白菜 ¥110

Cabbage
卷心菜  キャベツ ¥110

Bean Sprouts
绿豆豆芽  緑豆もやし ¥110

Potherb Mustard
针状菜  水菜 ¥165

Julienne Welsh Onion
葱丝  洒落ねぎ ¥165

Welsh Onion
大葱  長ねぎ ¥165
Garlic Chive
韭菜  ニラ ¥165

Inca's Awakening (potatoes)
北海道特产马铃薯  
インカのめざめ ¥165

Sweet Carrots
甘甜胡萝卜  甘にんじん ¥110

Tomato
西红柿  トマト ¥165

Lotus Root
莲藕  れんこん ¥165

Pea Sprouts
豆苗  豆苗 ¥165

Flavored Enoki 
Mushrooms
脆嫩金针菇  味えのき ¥165

Donko Shiitake 
Mushrooms
大香菇  肉厚椎茸 ¥220

¥165
Rice Cake Shabu-Shabu
年糕片  もちしゃぶ

¥165
Kyoto Namafu 
(Wheat Gluten)
京生麩  京生麩

¥165
Cheese Shabu-Shabu
奶酪片  チーズしゃぶしゃぶ

¥165Mochi in Fried Tofu Pouch
年糕豆腐包  餅巾着

¥110
Malony
(potato starch-based noodles)
马铃薯粉条  マロニーちゃん

¥110
Japanese Tofu 
(pressed soybean curd)
豆腐块  おし豆富

¥110
Yuba (Soy Milk Skin) 
Shabu-Shabu
豆腐皮  湯葉しゃぶ

¥165
Boiled Meat Dumplings
糯米水饺  もっちり水餃子

¥165
Sausage
火腿肠  ウインナー

¥275

Crispy Lettuce Salad with 
Korean Dressing
爽脆生菜的韩式沙拉
しゃきしゃきレタスのチョレギサラダ

¥385

Grated Daikon and Ponzu Salad 
with Yuzu Dressing
柚香 萝卜泥柚子醋沙拉
柚子香る　おろしポン酢サラダ

¥275

Rolled Omelet Covered in Thick
Yuba (Soy Milk Skin) Sauce
豆腐皮浇汁的高汤煎蛋卷  
だし巻き湯葉あんかけ

Dashi Omelette with Rice Cake
Q弹汤底鸡蛋卷  
もっちりだし巻き玉子 ¥385

国产蔬菜 国産野菜

精品料理

Appetizers
逸品料理

锅肴Pot-Dishes 鍋肴

Sides 前菜
前菜 Salads 沙拉

サラダ

Raw Egg
生鸡蛋  生たまご ¥55

¥385

Mini Curry Rice Bowl 
(Medium-Spicy)
迷你咖喱盖饭（中辣）  
ミニカレー丼（中辛）

Rice
米饭　ごはん

¥275
L 大 大

¥220
M 中 中

¥165
S 小 小

¥165
Flat Noodles
刀削面  きしめん

¥165
Chinese Noodles
中式面  中華麺

¥220
Rice with Raw Egg
TKG生鸡蛋盖饭  
TKG たまごかけごはん

¥220
Cheese Risotto Set
奶酪烩饭套餐  
チーズリゾット セット

¥165
Kyoto Udon
京都乌冬面  京うどん

¥220
Rice Porridge 
with Egg Set
鸡蛋粥套餐  玉子雑炊セット

Meals 膳食
〆・ごはん

¥385

Caesar Salad with Colorful 
Japanese-Grown Vegetables
日本产蔬菜的多彩凯撒沙拉
国産野菜の彩りシーザーサラダ

Napa Kimchi
甜辣白菜  甘辛キムチ ¥165

¥165
Jumbo Nameko 
Mushrooms
大朴蕈蘑菇  ジャンボなめこ

¥715

¥330
¥275

¥275

¥275

Chocolate Cake with 
Vanilla Ice Cream
巧克力蛋糕 配香草冰淇淋  
ガトーショコラ バニラアイス添え

Homemade Chocolate Tiramisu
本店自制巧克力提拉米苏  
店内仕込みのチョコティラミス

Homemade Matcha Tiramisu
本店自制抹茶提拉米苏  
店内仕込みの抹茶ティラミス¥330

Coffee Jelly Parfait for Adults
成人风味咖啡果冻芭菲  
ちょっぴり大人な珈琲ゼリーパフェ

¥220
Cookies and Cream Ice Cream
曲奇奶油冰淇淋  
クッキー＆クリームアイス

Strawberry Sorbet
莓果冰沙  苺シャーベット ¥220

ONYASAI Ice Cream
温野菜冰淇淋  温野菜アイス ¥220

Vanilla Ice Cream
香草冰淇淋  バニラアイス ¥220

Berry Parfait with 
Framboise Sauce
浆果芭菲 树莓酱  
ベリーのパフェ フランボワーズソース

Desserts 点心
デザート

通常版

*All prices include tax. ※此菜单所记载的价格均为含税价格  ※価格は全て税込価格です

*Nori is flash-frozen to maintain freshness. *All rice used is grown domestically. *The origin of the food listed may differ depending on region, season, weather, and procurement. *Please cook meat thoroughly before eating. *1 Tongue 
shabu-shabu and sakurahime dori chicken loin have been processed for appearance. *2 Beef shabu-shabu has been processed for tenderness. *The photos are for illustrative purposes only.
※生海苔采用急速冷冻来维持新鲜度  ※使用日本国产大米  ※根据所属地区、时期、气候、调货等情况，产地可能与所标产地有所不同  ※下锅涮肉时，请务必在中心部位也充分煮熟后食用  ※1舌尖肉涮涮锅与樱姫鸡里脊肉的形状是经过加工制成  
※2牛肉涮涮锅经过嫩肉加工  ※图片仅供参考
※生海苔は急速冷凍して鮮度維持をしております  ※使用しているお米は全て国産米です  ※地域・時期・天候・調達の都合により、表記以外の産地となる場合も
ございます  ※お肉は、必ず中心部までしっかり加熱してからお召し上がりください   
※1 たんしゃぶ、桜姫鶏ロースは形を整える加工をしております ※2 牛しゃぶは、やわらか加工をしております  ※写真はイメージです
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Whisky with Soda
and Whisky 
碳酸威士忌、威士忌

Shochu Bottle 
(Japanese Vodka)

Soft Drinks
软饮料菜单　　

Shochu with Green Tea
茶烧酒 お茶ハイ

葡萄酒

¥3,300
each

¥264
each Cocktails ¥539

each

Wine ¥495
each

玉米茶  コーン茶Corn Tea 

茉莉花茶  ジャスミンティーJasmine Tea

焙茶  ほうじ茶
Roasted Green Tea

抹茶玄米绿茶  抹茶入り玄米緑茶

Genmai Tea Containing 
Powdered Green Tea

“堤园”第三代茶师推荐 「堤園」三代目茶師セレクト

“堤园”第三代茶师推荐  「堤園」三代目茶師セレクト

“Tsutsumi-en” Third-Generation 
Professional Tea Blender’s 
Selection

“Tsutsumi-en” Third-Generation 
Professional Tea Blender’s 
Selection

黑加仑碳酸  カシスソーダ
Cassis Liqueur with Soda

黑加仑橘子  カシスオレンジ
Cassis Liqueur with Orange Juice

黑加仑西柚子  カシスグレープフルーツ
Cassis Liqueur with Grapefruit Juice

Cassis Liqueur with Black Oolong Tea
黑加仑黑乌龙茶酒  カシス黒烏龍

红葡萄酒 玻璃杯、白葡萄酒 玻璃杯
赤ハウスワイン、白ハウスワイン

Red House Wine, Glass
White House Wine, Glass

touto  とうと
Touto

¥528

yanya  やんや 
yanya

¥528

烧酒  焼酎
Shochu (Japanese Vodka)

¥495

Kinkuro
金黑  金黒 ¥550

一刻者  一刻者
Ikkomon

¥550

知心剑  知心剣
Shirashinken

¥550

朝日超级干啤 中号啤酒杯
アサヒスーパードライ（中）

Asahi Super Dry, Medium Mug
¥550

酒精成分3％ ※将以玻璃杯的方式为您提供
アルコール3%のハイボール ※グラスでのご提供となります

3% Alcohol  *It will be provided with glass.
HIBALLY ハイボリー
HIBALLY

¥495

¥495
不含酒精啤酒风味（朝日干爽零醇）*
ノンアルコールビールテイスト(アサヒ ドライゼロ)*

＊ 酒精成分0.00％、零热量、不含糖分※根据营养标示标准
＊ アルコール0.00％、カロリー・糖質もゼロ※栄養表示基準による

Non-Alcoholic Beer 
(Asahi Dry Zero)*

＊ 0.00% Alcohol, zero calories and sugar
※Depending on nutrition labeling standards

Shochu with Black Oolong Tea
¥495黑乌龙茶酒  黒烏龍茶ハイ

Shochu with Roasted Green Tea
¥495焙茶酒  ほうじ茶ハイ

Shochu with Genmai Green Tea 
Containing Powdered Green Tea

¥495抹茶玄米绿茶酒
抹茶入り玄米緑茶ハイ

Shochu with Corn Tea
¥495玉米茶酒  コーン茶ハイ

茉莉花茶酒  ジャスミンハイ
Shochu with Jasmine Tea

¥495

碳酸威士忌  ハイボール
Whisky with Soda

¥495

柚子碳酸威士忌
ゆずハイボール

Whisky with Yuzu Soda

¥539

桃子碳酸威士忌
桃ハイボール

Whisky with Peach Soda

¥539

梅子碳酸威士忌
梅ハイボール

Whisky with Japanese Plum Soda
¥539

西柚碳酸威士忌
グレープフルーツハイボール

Whisky with Grapefruit Soda

¥539

苏打可乐威士忌
コークハイボール

Coke highball
¥539

苏打姜汁威士忌
ジンジャーハイボール

Ginger ale highball

¥539

原酒加冰/搀水/搀热水  ロック/水割/お湯割
On the Rocks/Water/Hot Water

Black Nikka Clear（威士忌苏打）
ブラックニッカ  クリア

Nikka Black Clear

¥495

金黑  金黒
Kinkuro

知心剑  知心剣
Shirashinken

一刻者  一刻者
Ikkomon

黑乌龙茶  黒烏龍茶
Black Oolong Tea

玉米茶  コーン茶
Corn Tea 
茉莉花茶  ジャスミンティー
Jasmine Tea

焙茶  ほうじ茶
Roasted Green Tea

抹茶玄米绿茶  抹茶入り玄米緑茶

Genmai Tea Containing 
Powdered Green Tea

黑乌龙茶  黒烏龍茶
Black Oolong Tea

Shochu (Japanese Vodka)

烧酒 原酒加冰/苏打水/搀水/搀热水

On the Rocks/Soda/Water/Hot Water

Bottle accompaniments
酒类搭配  ボトルのお供
Decanter

柠檬片  カットレモン
Sliced Lemon

¥110

玻璃瓶  デキャンタ
¥528
each

Low-Alcoholic
低度酒精 ローアルコール

ソフトドリンク

¥539
each

西柚子汁  グレープフルーツジュースGrapefruit Juice

苹果汁  りんごジュースApple Juice

橙汁  オレンジジュースOrange Juice

生姜苏打  ジンジャーエールGinger Ale

可口可乐  コカ・コーラCoca-Cola

可尔必思  カルピスCalpis

冰咖啡  アイスコーヒーIced Coffee

冰红茶  アイスティーIced Tea

Shochu with Yuzu & Soda
柚子味碳酸烧酒
ゆずサワー

¥495

Shochu with Calpis & Soda
可尔必思味碳酸烧酒
カルピスサワー

¥495

Shochu with Grapefruit & Soda
¥495西柚味碳酸烧酒

グレープフルーツサワー

白桃味碳酸烧酒
白桃サワー

Shochu with White Peach & Soda
¥495

鲜榨柠檬碳酸烧酒
生搾りレモンサワー

Shochu with Fresh Lemon & Soda
¥539

梅子酒  原酒加冰/苏打水/搀水/搀热水

Japanese Plum Wine
On the Rocks/Soda/Water/Hot Water

梅酒  ロック/ソーダ割/水割/お湯割

Shochu Sours
碳酸烧酒 サワー

Japanese Plum Wine
梅子酒 梅酒

鸡尾酒 カクテル
Beer
啤酒 ビール

※BEERY含有微量酒精。（0.5%）未满20岁人士、
怀孕及哺乳期人士、开车司机请勿饮用

*Beery contains a very small amount of alcohol (0.5%). 
Customers under the age of 20, customers who 
are pregnant or nursing, and customers who 
are driving should refrain from drinking it.

BEERY（微酒精饮料）※
ビアリー（微アルコール飲料）※

Beery (Low-Alcohol Beverage)*
¥539

※ビアリーには微量のアルコールが含まれています（0.5%）
20歳未満の方、妊婦・授乳期の方　
運転される方などは飲用をおやめください

ワイン

ハイボール・ウィスキー

温酒（大酒壶）270ml
清酒（熱燗  大とっくり） 1.5合

Hot Sake 
(hot sake in a large sake bottle), 
270 mL

¥759

Japanese Sake
清酒 日本酒

烧酒瓶 焼酎ボトル

焼酎  ロック/ソーダ割/水割/お湯割

Non-Alcoholic
非酒精类 ノンアルコール

 Shochu bottles, bottle 
 accompaniments, and 
sliced lemons are not included 
with all you can drink.

焼酎ボトル・ボトルのお供・カットレモンは
飲み放題対象外

瓶装烧酒、酒类搭配、柠檬片不属于无限畅饮

!

饮料菜单Drink Menu ドリンクメニュー

所有饮料自助服务均提供软饮料　ソフトドリンクは全ての飲み放題プランでご注文いただけます
You may order soft drinks with any all you can drink plan

自助另算 ドリンク飲み放題 All You Can Drink
Price for customers 
who order sets and individual dishes

Price for customers 
who order all you can eat
仅限点自助餐的顾客　食べ放題専用 仅限点豪华套餐、单品的顾客 しゃぶしゃぶ御膳、または単品でご注文の方

¥484
per person 
一份  お一人様

¥110
per person 
一份  お一人様

Elementary
 school
children

小学生
  小学生

Free
免费 無料

Preschool
 children
小学生未满
  小学生未満

软饮料自助另算  ソフトドリンク飲み放題All You Can Drink Soft Drinks
13种13 kinds 13品

¥1,408
per person  一份  お一人様

All You Can Drink Alcoholic Beverages
约50种about50 kinds 約50品

¥418
per person 
一份  お一人様

¥110
per person 
一份  お一人様

Elementary
 school
children

小学生
  小学生

Free
免费 無料

Preschool
 children
小学生未满
  小学生未満

软饮料自助另算  ソフトドリンク飲み放題All You Can Drink Soft Drinks
13种13 kinds 13品

¥1,188
per person  一份  お一人様

酒类自助另算  アルコール飲み放題酒类自助另算  アルコール飲み放題

All You Can Drink Alcoholic Beverages
约50种about50 kinds 約50品

分钟
min.120120120 分钟

min.909090最后点单
Last Order

分钟
min.100100100 分钟

min.707070最后点单
Last Order

120 分

*All prices include tax. ※此菜单所记载的价格均为含税价格  ※価格は全て税込価格です
*If your group is ordering all you can drink, each person must order the same all you can drink menu option. *For all you can drink, please exchange your glass for a new drink. *We do not allow menus to be removed from the restaurant.*The photos are for illustrative purposes only. 
●一同就餐的顾客点单饮料自助时，请按人数选同一款 ●饮料自助采用换杯制 ※禁止将菜单带出店外 ※图片仅供参考 ●飲み放題は、同一グループ人数分のご注文をお願いいたします  
●飲み放題はグラス交換制となります ※メニュー表の店外持ち出しは固くお断りいたします ※写真はイメージです　

*We do not serve alcoholic drinks to drivers or to customers under the age of 20. *We serve soft drinks in glasses labeled “soft drink” to differentiate them from alcoholic beverages. *If you would like a straw, please ask a server.
※对开车司机和未满20岁人士不提供酒类服务  ※为预防误饮事故，本店提供软饮料时将使用标有“软饮料”的专用玻璃杯  ※想使用吸管的客人请告知店员
※ドライバー・20歳未満のお客様へのお酒の提供はしておりません  ※当店では誤飲防止のため、ソフトドリンクは専用グラスでご提供しております  ※ストローをご入用のお客様はスタッフまでお声かけください
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