
SNACKS & SALADSSNACKS & SALADSSNACKS & SALADS

SLICED OF FROZEN
FAR EASTERN RED

DEER
Served with onion, Sea
salt, Pepper on an ice

plate & a shot of vodka

切片马鹿

配装在冰块上的一片洋葱

海盐黑胡椒再加上小杯俄罗斯伏特加

«스크로가니나»
(얼은 극동 붉은사슴 조각들)

보드카 한 잔과 함께 얼음접시에 양파,
해염, 후추와 함께 제공

アカシカのストロガニーナ。
玉葱のスライス、氷のブロック
の上に載せた海の塩と胡椒、

ロシアウォッカの一杯を添えて出される



PAN-SEARED BEEF
AND BABY FIELD
GREENS OF FERN

BEETROOT SALAD
with herring

甜菜根鲱鱼沙拉

청어와 식물성 비트 샐러드

ニシンを添えた野菜のビネグレット

泰加蕨菜炒牛犊肉

양치류의 장식 곁들인 냄

비에 구운 애소고기

タイガのしだの若い
芽と焼いた仔牛肉



自制腊肉配调料大蒜

향신료와 마늘을 곁들인 손으로 

만든 소금에 절인 살로

 (돼지고기 비계를 소금에 절인 요리)

スパイスと大蒜を添えた
手作りの塩漬けのサロ

（豚脂）

温热海鲜沙拉

따뜻한 해산물 샐러드

シーフードの暖かいサラダ



盐渍鲑鱼配青菜混合

配自制芥末和荷包蛋

손으로 만든 겨자와 데친 계란

 곁들인 샐러드 믹스와 소금에

 절인 연어

手作りのマスタードとポ
ーチドエッグを添えた緑の
ミックスと薄塩のサーモン

野菜を添えた毛皮のコー
トの下の手製のニシン



烤茄子沙拉

구운 가지 샐러드

焼いた茄子のサラダ

《彼得罗夫斯基 》

沙拉 蟹肉、虾和盐渍鲑鱼

用番茄酸奶汁拌的沙拉

"폐트로브스키"  
샐러드

게살, 새우, 소금에 절인 연어, 
토마토, 사워크림

「ペトロヴスキー」サラダ　
カニ肉、エビ、薄塩のサーモン、

トマトとサワークリームド
レッシングのサラダ

with crab meat, shrimp
and salted salmon with

tomatoes and sour
cream dressing



Classic Yakut fresh
frozen whitefish salad

with fresh onions

《因迪吉尔卡》

经典雅库特鲜冻白鲑新鲜洋葱沙拉

«인디기르카» 
신선한 양파를 곁들인 클래식

야쿠트 신선한 냉동 백어 샐러드

「インディギルカ」
新鮮な玉葱を添えた新鮮なま
ま冷凍された白身魚で作っ

たヤクートのクラシックなサラダ。

Salad with meat delicacies,
apples, prunes and

mayonnaise dressing 

《商人的》沙拉 （1955年版的）

美味肉类、苹果和黑李

子干用蛋黄酱拌的沙拉

“상인” 샐러드 (1955년의 요리법)
고기, 사과, 말린오얏 및 
마요네즈 드레싱 샐러드

商人（1955年のレシピ）
肉の珍味、りんご、プルーン、

マヨネーズドレッシングのサラダ 



《沙皇》拼盘

（什锦盐渍烟熏远东鱼配蔬菜沙拉）

“국왕” 안주 
(야채를 곁들인 소금 절

인 생선와 훈제 생선 구색)

「ロイヤル」の前菜
（野菜を添えた薄塩と燻製し
た極東の魚の盛り合わせ）

美味的肉类什锦

다양한 델리카테센 고기

肉の珍味の盛り合わせ



经典奥利维耶沙拉

클래식 러시아 샐러드 올리비에 
(계절야채 샐러드)

クラシックなオリビエ



浮油多的鱼汤

생선국
보드카 한 잔과 생

선 파이와  제공하는 것

脂っこいウシーツァ
（魚のスープ）

魚のパイとウォッカの一
杯を添えて出される

served
with Russian pie 



《西伯利亚》红汤

配蘑菇牛肉饼

“시베리아  보르시” 
(사탕무와 양배추 국)

 소고기 심장, 버섯을 곁들여 
작은 파이와  제공하는 것

「シビルスキー」ボルシチ　
牛の心臓と茸を入れたパフ

ペーストリーを添えて出される

《冷杂拌汤》

俄罗斯火腿蔬菜冷汤

“오크로쓰카” 
 고기와 햄을 곁들인 

러시아산 채국

「オクローシカ」肉とハ
ムを入れた冷たいロシア

の野菜スープ



Served with
cream-mushroom sauce

牛犊鸡胸肉饼

配奶油蘑菇酱

잘게 썬 송아지 와 크림 버섯 
소스를 곁들인 닭 가슴고기 커틀릿

クリーミーとマッシ
ュルームソースを掛けた仔牛
肉と鶏胸肉のみじん切り

にしたカツレツ。



炒牛肉丝

쇠고기로 된 요리

牛肉のビーフストロガノフ

炭烤猪颈肉、西红柿及玉米

配越橘酱和芝麻菜

토마토와 옥수수를 
곁들인 구운 돼지고기 목
붉은 월귤 소스 및 루콜라 

샐러드와 함께 제공

露地栽培のトマトとトウモロ
コシと一緒にグリルで焼いた
ジューシーなポークネック。
クランベリーソースとルッ
コラを添えて出される。



基辅肉饼

치킨 키예프

キエフ風のカツレツ

煎马鹿肉牛排

配蔓越莓酱和洋葱面包

붉은 사슴 스테이크
양파빵과 붉은 월귤 소
스와 함께 제공하는 것

アカシカのステーキ　
クランベリーソースと玉
ねぎパンを添えて出される



SPLIT
ROAST СHICKEN 

香草番茄酱炒鸡

통닭구이
신선한 토마토 소스와 허브

 곁들인 구운 통닭구이

新鮮なトマトと青物
で作ったソースを掛けた
ローストチキンタバカ



Served with
cream-mushroom sauce 

面包干干酪屑渣壳里的牛肉，

以番茄与青草调味汁而烤熟的

빵가루와 치즈 옷에 넣은 쇠고기
토마토와 허브 소스로 구운

トマトと草で作ったソースを掛
けて、乾パンとチー

ズの揚げ皮で焼いた牛肉

为一伙人菜肴：俄式火

炉里按古老作法以文

火焖作的猪肘肉（定量） 

구운 돼지고기
 앞다리 윗부분 (중량으로)
전통 요리법에 따라 러시

아 오븐으로 만든 요리

グループ用のディッシュ：
古いレシピでロシアのオー
ブンで煮込んだポーク

ナックル（重さによって）         



Served with sauerkraut 

迷迭香烤排骨（定量）

配酸白菜

돼지갈비구이(중량 으로) 
독일식 김치와 제공하는 것

ローズマリーと一緒にグリ
ルで焼いたスパイシーな豚の
リブ（重さによって）。

ザワークラウトを添えて出される。

芥末酱烤三文鱼

装在雪松木板上蕨菜配奶油酱

겨자소스에 구운 연어
크림소스에 양치질을 한

 삼나무 판자 위에 차려진다

マスタードソースを
掛けた焼いたサーモン

杉板の上に入れてしだとク
リームソースを添えて出される



Served with
mushroom sauce

炸鱼丸子

（俄式奶油香煎鱼排）

강어류의 몸통 구이
(크림이 든 소스에 잘게 썬 강물고

기 커틀렛) 버섯소스와 제공

川の魚のカツレツ
（クリーミーソースを掛けた川

の魚のみじん切りにしたカツレツ）

以桤木与刺柏木屑

的微烟轻熏的比目鱼

配泰加蕨菜蘑菇

훈제된 핫 할리부트 
(홈 스타일로 훈제 올더와주니

퍼 톱밥) 버섯과 양치기와 제공됨

ハンノキとジュニパーの
削りくずで作った煙を

掛けた燻製したオヒョウ。
タイガのしだと茸を添えて出される



在羊皮纸被烘烤的

比目鱼配蔬菜

야채와 함께 구운 핼리버트 
(넙치 같은 생선)

羊皮紙で野菜と一
緒に焼いたオヒョウ

干炸鲫鱼（定量）

구운 호수 붕어 (중량으로)

必要な程度の焼いた湖のフナ
（重さによって）



乌克兰饺子 （配酸奶油）

 - 猪油渣白菜馅

돼지 껍데기 와 배추 만두 
(시큼한 크림과 함께 제공됨)

バレニキ（サワークリーム
を添えて出される）

－キャベツとローストポー
クのかりかりする上皮

手工肉馅饺子

配鞑靼酱

녹인 버터와 고기 만두 – 삘메니
타르타르 소스와 제공됨 

油を掛けた手作りの
肉のぺリメニ。
タルタルソースを
添えて出される



《中央的》饺子（1955年版的）

（俄式馄饨汤）

고기 만두 - 삘메니 (1955년의 요리법)
(신 국물을 넣은 고기 '삘메니' )

「セントラルヌィエ」ぺ
リメニ、1955年のレシピで

（サワークリームスープを添え
て出される肉のぺリメニ）

《海滨的》饺子

海鲜墨鱼汁馅

물고기 만두 – 삘메니
(갑오징어목 잉크와)  

シーフードとコウイカの
インクが入った「プリモルス

キエ」ぺリメニ 


