
TEPPANYAKI
+

SUSHI
MENU

All public holidays incur a 15% surcharge.
For allergen free options, speak with your waitperson.



TEPPANYAKI BAR
AKANE  | 茜セットメニュー 66 

Warm salted soybeans 
枝豆

Kaiso seaweed salad with house dressing
海藻サラダ

King prawns, wild harvest scallops and zucchini 
車海老と帆立貝

Your choice of beef tenderloin or chicken thigh 
牛ヒレ肉　又は　鳥モモ肉

Seared bean sprouts, onions, mushrooms and peppers 
野菜炒め

Vegetable fried rice 
チャーハン

Miso soup with silken tofu and wakame
御味噌汁

Mango sorbet
マンゴーシャーベット

VEGETARIAN  |  ベジタリアンセットメニュー    49

Warm salted soybeans 
枝豆

Kaiso seaweed salad with house dressing
海藻サラダ

Shiitake and enoki mushrooms with asparagus 
きのことアスパラの炒め物

Ginger and green onion tofu steak
豆腐ステーキ

Seared bean sprouts, onions, mushrooms and peppers 
野菜炒め

Vegetable fried rice 
チャーハン

Miso soup with silken tofu and wakame
御味噌汁

Mango sorbet
マンゴーシャーベット

CHILDREN’S TEPPAN    |   お子様鉄板焼きメニュー   26

Your choice of beef tenderloin or chicken thigh 
牛ヒレ肉 又は 鳥モモ肉

Vegetable fried rice 
チャーハン

Mango sorbet 
マンゴーシャーベット



TEPPANYAKI BAR
MURASAKI  |  紫セットメニュー 76

Warm salted soybeans 
枝豆

Kaiso seaweed salad with house dressing
海藻サラダ

Salmon, tiger prawn and Moreton Bay bugs with zucchini 
キングサーモン、車海老と、モートンベイうちわ海老

Your choice of beef tenderloin or chicken thigh 
牛ヒレ肉　又は　鳥モモ肉

Seared bean sprouts, onions, mushrooms and peppers 
野菜炒め

Vegetable fried rice 
チャーハン

Miso soup with silken tofu and wakame
御味噌汁

Mango sorbet
マンゴーシャーベット

SAKURA  |  桜セットメニュー 116

Warm salted soybeans 
枝豆

Kaiso seaweed salad with house dressing
海藻サラダ

Today’s tempura of assorted fresh seafood and vegetables of the season
海鮮と野菜の天麩羅盛り合わせ

Moreton bay bugs, tiger prawns, wild harvest scallop and salmon and 
zucchini
車海老、帆立貝、キングサーモン、モートンベイうちわ海老

Your choice of beef tenderloin or chicken thigh 
牛ヒレ肉 又は 鳥モモ肉

Seared bean sprouts, onions, mushrooms and peppers 
菜炒め

Vegetable fried rice 
チャーハン

Miso soup with silken tofu and wakame 
御味噌汁

Mango sorbet
マンゴーシャーベット



SUSHI BAR
COMBINATION | 盛り合わせ

Nigiri and sushi roll  19
お寿司の盛り合わせ   32

Today’s assorted sashimi  22
御造り盛り合わせ  38

Sashimi, nigiri and sushi roll  24
御造りとお寿司の盛り合わせ 42

SUSHI ROLL | 盛巻き寿司
 
Cucumber roll      5
かっぱ巻

Pickle roll      5
お新香巻

Avocado roll      5
アボカド巻

Cooked tuna and mayonnaise roll   6
ツナマヨ巻き

Tuna roll      7
鉄火巻

Salmon roll      7
サーモン巻

Prawn tempura roll     8
海老天巻

Karaage chicken roll　       9
から揚げチキンロール

Avocado salmon roll      10
アボカドサーモン巻

California roll with prawn, cucumber, avocado, flying fish roe  10 
カリフォルニア巻

Soft-shell crab spider roll    14
ソフトシェルクラブ唐揚巻



SASHIMI | 御造り

Tuna  17
鮪
 
Salmon  17
サーモン   

Kingfish  17
ハマチ  

Cuttlefish, Octopus, Scallop    19
イカ,タコ,帆立貝  

NIGIRI SUSHI - 2 PIECES | 寿司

Egg omelette  6
玉子 

Tuna  7
鮪    

Salmon  7
サーモン    

Kingfish  7
ハマチ    

Prawn  7
海老    

Cuttlefish  7
イカ    

Octopus  7
タコ    

Mackerel  7
〆鯖    

Scallop  7
帆立貝  

Inari (sweet bean curd)  7
稲荷   

Eel  9
鰻      

Flying fish Roe  10
トビコ    

Salmon Roe  12
イクラ   

SUSHI BAR



DESSERTS
Triple chocolate nanami chilli and macadamia bomb,  13
orange basil seed syrup   
3種チョコレートの七味とマカダミアンナッツのオレンジシロップ添え

Mango sorbet  6 
マンゴーシャーベット       

Yuzu citrus sorbet     6
柚子シャーベット     

Green tea ice cream     6
抹茶アイスクリーム     

Sesame ice cream　        6
胡麻アイスクリーム

Ice cream Bento box of four of our ice creams and sorbets　 17
アイスクリームとシャーベットの4種の盛り合わせ  


