
▼　下へお進みください

2,900

3 時間制

オーダービュッフェ
ソフトドリンク飲み放題付き

　小学生 　幼児

3 歳以下のお子様は無料です

\ 税
込

1,500\ 税
込 500\ 税

込

営業時間 18:00-23:00
（L.O.　FOOD 22:00 / DRINK 22:30）

\ 200 OFF \ 400 OFF
9時までに退店の方
ワクチン接種済みの方

感染防止 割引 シニア割引

65 歳以上の方

● 上記価格より以下の方は割引に

1,000\3 時間
飲み放題

● 生ビール・カクテル・ワインまで ● 豊富なノンアルカクテル

500\3 時間
飲み放題
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営業時間 18:00-23:00
(L.O. FOOD 22:00 / DRINK 22:30)

OFF OFF

1,000\ 500\

※ コロナ感染拡大状況に伴い、予告なく休業する場合がございます。
※日曜日、祝日は店休日です。

11/22
より

2021
月 ・火 ・水 ・木 ・金 ・土 開

催
中

毎週

※ 11/20( 土 ) まで、水・木・金・土 で
　 営業致します。
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営業時間 18:00-23:00
(L.O. FOOD 22:00 / DRINK 22:30)

OFF OFF

1,000\ 500\

この冬限定のモダンチャイニーズ料理を

オペラでご堪能下さい
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モダンチャイニーズバイキング



ご注文を頂いた後にお作りし  
テーブルまでお料理をお持ちいたします。

だからいつも出来たてが食べ放題。

お酒を楽しむ方も、料理にこだわる方も。

それが OPERA のバイキングスタイル。

オーダービュッフェメニュー（食べ放題）

お料理のご紹介

『オーダービュッフェ』 でご注文後に出来たてをご提供 メニュー内容は季節により変更する場合がございます

料理
FOOD

◆おつまみ・点心 ◆サラダ・冷製料理 ◆温製料理 ◆麺・飯料理

◆デザート

大分県産ハーブ鶏の棒棒鶏

大分県産ハーブ鶏の四川風よだれ鶏

揚げ茄子のマリネ

季節野菜のバーニャカウダ

中華風ポテトサラダと

温玉と生野菜のシーザーサラダ

ミックスチャイニーズサラダ

スパイシーフライドポテト

ほうれん草のくるみ和え

ザーサイの浅漬け

五目春巻き

マンゴー風味の海老マヨ

揚げ焼売の辣油ポン酢

厚焼き玉子の胡麻ソース

白身魚の甘酢ソースかけ

スパイシーチキン

鶏肉の唐揚げ

陳麻婆豆腐

里芋の麻婆ソース

油淋鶏

蒸し豚のガーリック風味

細切り豚と筍の青椒肉絲風

牛サイコロステーキ　ピリ辛ソース

干し海老と胡麻の濃厚担々麵

温玉入り野菜たっぷり中華丼

マンゴープリン

本日のデザート

杏仁豆腐

ウーロン茶風味の

むき枝豆の麻辣醤和え

白身魚の中華風エスカベッシュ

鶏肉のトルティーヤ

アイスクリーム



お料理は私達がお作りします。

「モダンチャイニーズ」という言葉は聞き慣れないのではないでしょうか。

中華料理にフレンチテイストを加えた料理を「モダンチャイニーズ」として

我々はお客様にご提供しております。

見た目も楽しめる新しい味わいの中華料理を楽しんで頂きたい。

そんな思いをもって日々料理をお作りしております。

様々なモダンチャイニーズをご堪能頂けるオーダーバイキングをお楽しみください。

　　　　　　　　　　　　 Modern Chinese Restaurant OPERA　料理長　米満 祥一

大分産ハーブ鶏の
四川風よだれ鶏

陳麻婆豆腐 干し海老と胡麻の濃厚担々麺

季節野菜のバーニャカウダ ミックスチャイニーズサラダ

揚げ焼売の辣油ポン酢マンゴー風味の海老マヨ 細切り豚と筍の
青椒肉絲風

牛サイコロステーキ
ピリ辛ソース

温玉入り野菜たっぷり中華丼

大分県産ハーブ鶏の
棒棒鶏

五目春巻き



お飲み物のご紹介
+1,000 円で 3 時間飲み放題付き

全品オーダー制　スタッフがテーブルまでお届け

◆ビール
生ビール（アサヒスーパードライ）
シャンディガフ
レッドアイ

◆ハイボール
ハイボール
ペッパーハイボール
ドラゴンハイボール

◆焼酎
芋焼酎（黒霧島）
むぎ焼酎（二階堂）

◆アラカルト
ワイン（赤・白）
杏露酒
梅酒
紹興酒 3 年

◆カクテル
ジントニック
ジンライム
ウォッカトニック
モスコミュール
カンパリソーダ
カンパリオレンジ
スプモーニ
カシスソーダ
カシスオレンジ

◆アレンジカクテル
チョコレートカクテル
カルーアミルク
いちごミルクカクテル
ペッパージン
ハワイアンオペラ
マンゴヤン

◆ノンアルコールカクテル
カシスオレンジ
ピーチクーラー
ファジーネーブル
パインオレンジ
シャーリーテンプル
サラトガ・クーラー
ライチアイスティー
マンゴーオレンジ
ブルーベリーオレンジ

シャンディガフ 紹興酒

マンゴヤン

人気のチョコレートカクテル

梅酒ピリッとスパイシー
ペッパーハイボール

紹興酒 × ハイボール
ドラゴンハイボール

ノンアルコールカクテル
カシスオレンジ

ノンアルコールカクテルも充実

+1,000 円で生ビールやチョコレートカクテルなどのオリジナル含めた 50 種類以上が飲み放題
飲料

DRINK



大分市内最長 3時間制の食べ放題・フリードリンク

「ゆったり楽しむ。ゆっくり語れる」

 
こんな時だからこそ、気心知れたお仲間との安心できる語らいの場を作りたい

 

アートホテル大分　料飲マネージャー
「Modern Chinese Restaurant OPERA」店長
J.S.A 認定ソムリエおよび SAKE ディプロマ
　　　　　　　　　　　　　　  糸長　孝泰

「食べ放題・飲み放題 3 時間制とし、お客様にはゆったりとしたスペースで、

時間に追われることなくゆっくりとお過ごし頂きたいと思っております。

外食によるコロナウィルス感染のリスクを感じてしまう昨今かと思いますが、

当レストランでのお時間を長く取ることで、2 件目 3 件目・・と出歩く必要性もなくなり、

より安心した外食の機会を皆様にご提供できると考えております。

3 時間以降は、お飲み物を単品オーダーに切り替えて頂くことで、滞在延長も可能でございます。

2 件目がわりに、ソムリエとして当店の美味しいワインをおすすめさせて頂きます。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。」

時間
TIME



ソーシャルディスタンス＆感染予防対策
プライベート感重視でゆったり楽しめる

アートホテル大分１Fフロア 店頭 オープン席
ソーシャルディスタンスを意識した広々レイアウト

個室
ロールスクリーンで仕切られたプライベート空間が多数

ソファ席
ゆったりと寛げる居心地に優れたお席

ストリートビュー席
外の景色を楽しめる開放的な席

カウンター席
カップルでも楽しめるカウンタータイプ

Modern Chinese Reutaurant OPERA   店内のご案内

空間
SPACE



大分県大分市都町2-1-7

TEL.097-538-8701
｜ご予約・お問い合わせ｜

公式サイト

満喫クーポン利用対象店舗

おおいた味力クーポン券利用対象店舗

飲み会やご家族・お仲間同士のお食事に

2,900

3 時間制

オーダービュッフェ
ソフトドリンク飲み放題付き

　小学生 　幼児

3 歳以下のお子様は無料です

\ 税
込

1,500\ 税
込 500\ 税

込

営業時間 18:00-23:00
（L.O.　FOOD 22:00 / DRINK 22:30）

モダンチャイニーズ オーダーバイキング

in Summer

Modern Chinese 
Order Buffet

1,000\3 時間
飲み放題

● 生ビール・カクテル・ワインまで ● 豊富なノンアルカクテル

500\3 時間
飲み放題



ウインターオーダービュッフェ

TEL.097-538-8701

● 上記価格より女性・シニアの方は割引に

｜ご予約・お問い合わせ｜

公式サイト

大分県大分市都町2-1-7

TEL.097-538-8701
3 時間制

3時間食べ放題のオーダービュッフェ
飲み放題＋￥1,000（3時間制）

　小学生 　幼児

3 歳以下のお子様は無料です

\ 税
込

1,500\ 税
込 500\ 税

込

● 上記価格より女性・シニアの方は割引に

｜ご予約・お問い合わせ｜

モダンチャイニーズレストラン オペラ

公式サイト

大分県大分市都町2-1-7

ソフトドリンク飲み放題付き
　小学生 　幼児

\ 税
込

税
込 500\ 税

込

\ 400 OFFワクチン接種済みの方

オペラ

公式サイト
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営業時間 18:00-23:00
(L.O. FOOD 22:00 / DRINK 22:30)

OFF OFF

1,000\ 500\



メニュー内容は季節により変更する場合がございます

モダンチャイニーズオーダービュッフェ

雲白肉

FOOD

SPACE

DRINK

B

TIME



1,500\

ワインを楽しみたい方におすす
めのプランです。ボトルワイン
価格に +\1,500 で豊富なタパス
がお好きなだけオーダー可能。

ボトルワイン価格 +
税込

【価格】

ソムリエセット
タパス

オーダー
ビュッフェ

裏面メニューの「おつまみ」「サ
ラダ・冷製料理」より、お好きな
ものをお選び頂けます。

1,000\ドリンク 1 杯・おつまみ 3 品

お仕事帰りに軽く楽しみたい方
にぴったりのちょい飲みプラン。
生ビールや焼酎・カクテル・ワ
インなど豊富なお酒をご用意。

【価格】

税込

ビジネスちょい飲みセット

税込

税込

税込

税込

税込

単品各種

陳麻婆豆腐(ごはん付)　　　　　　　  

干し海老と胡麻の濃厚担担麺　　　　　

酸辣湯麺　　　　　　　　　　　　　  

鶏モモ肉唐揚げ 香港風スパイスパン粉　

シンガポールチキンライス  【M】 　　　　  

他多数

\780

\880

\880

\580

\780

単品や各種セットも充実


