No.1

Miyako Banquet Menu ~UTAGE~
都パーティプラン“宴（うたげ）

* ~Utage~ “A”
Appetizer:
Sashimi:
Grilled & fried dish:

Stewed dish:
Rice dish:
Dessert:

$60.00++ per person

Chef recommended
Three kinds of appetizers
Assorted sashimi
Deep‐fried shrimp with arare
Fried chicken
Tamago yaki & Edamane
Chikuzennni
Cha soba
Assorted roll sushi

* ~Utage~ “B”
Appetizer:
Sashimi:
Grilled & fried dish:

Stewed dish:
Steak:
Rice dish:

Ice cream

Dessert:

*都パーティプラン“宴（うたげ）“A”

前菜：

刺身：
焼き物＆揚げ物：

煮物：
食事：
デザート：

お一人様$60.00
税金・サービス料別

料理長おまかせ前菜三種

お刺身盛り合わせ
鮭柚庵焼き
海老霰揚げ
鶏唐揚げ
玉子焼き
枝豆
筑前煮
茶ソバ
巻物盛り合わせ
アイスクリーム

$75.00++ per person

Chef recommended
Three kinds of appetizers
Assorted sashimi
Butter fish misoyaki
Deep‐fried Lobster with arare
Chicken teriyaki
Dashimaki tamago & Edamane
Steamed shrimp dumpling
and grilled shrimp
Miyako steak
Udon noodle and onsen tamago
Assorted roll sushi
Assorted fruits

*都パーティプラン“宴（うたげ）“B”

お一人様$75.00
税金・サービス料別

前菜

料理長おまかせ前菜三種

刺身：
焼き物＆揚げ物：

お刺身盛り合わせ
銀鱈みそ焼き
ロブスター霰揚げ
鶏の照り焼き
出し巻き玉子
枝豆
飛龍頭と焼き海老
都ステーキ
巻物盛り合わせ
ぶっかけうどんと温泉玉子
フルーツ盛り合わせ

煮物：
ステーキ：
食事：
デザート：

No.2

Miyako Banquet ~Hot Pot & Kaiseki~
都パーティプラン ～すきやき、しゃぶしゃぶ 又はシェフ会席～

*Miyako Hot Pot Menu

*Miyako Chef’s Kaiseki Dinner

$55.00++
Per person

Appetizer

Small appetizer

Clear Soup

Assorted Sashimi

Assorted Sashimi

Shrimp and vegetables Tempura

Grilled dish
Fried dish

US. Beef Sukiyaki
Or
US. Beef Shabu shabu (+$2.00)

Stewed dish
Steamed dish
Rice and Japanese pickles

Rice, Miso soup and Japanese pickles

Dessert

Ice Cream

*都 料理長おまかせ会席

*都すき焼き 又は しゃぶしゃぶパーティプラン
お一人様$55.00

先付
椀物
刺身
焼物
揚物
煮物
蒸し物
御飯・香の物
水菓子

先付
お刺身盛り合わせ
海老と野菜の天ぷら
US.ビーフ すき焼き
又は
US.ビーフ しゃぶしゃぶ (+$2.00)
御飯・味噌汁・香の物
アイスクリーム

*Sample menu メニュー献立例



Imperial ballroom (New Otani kaimana beach hotel 2nd floor)




For parties up to 80 persons ~ minimum 25 person
For Chef’s kaiseki dinner up to 35persons
Prices subject to 20% service charge and Hawaii state tax
Room rental fee applies

インペリアルボールルーム （ニューオータニカイマナビーチホテル 2 階）
最大収容人数 80 名様（ご予約は 25 名様から承ります）
料理長おまかせ会席は、最大 35 名様までとさせていただきます
料金には 20％のサービス料及びハワイ州税を加算させていただきます
個室使用料は別途必要
詳しくはお問合せくださいませ。
Miyako Restaurant
日本料理 都 レストラン
ディナー: 5:30 pm ‐ 9 pm 火曜日定休
ニューオータニカイマナビーチホテル 2 階

(808) 921 ‐ 7077

$85.00++
Per person

お一人様$85.00
税金・サービス料別

