前菜・おつまみ

上段は税別参考価格です

Appetizers

…………………………………… 473円

１．クラゲの酢のもの

涼拌海蜇皮／A jellyfish with Vinegar sauce

税込520円

２．雲白肉～ウンパイロー～（茹で豚肉の香味にんにくソース）… 523円
雲白肉／Boiled pork put garlic sauce

税込575円

３．バンバンチー（蒸し鶏のゴマソース)…464円
棒棒鶏／Steamed chicken put sesame sauce

税込510円

４．小吃の冷奴 豆板醤とゴマ油

…… 273円

豆板醤芝麻油豆腐／Cold style “TOFU” Doubanjiang

５．イカとスナックエンドウの冷菜

税込300円

…559円

涼拌魷魚／Squid appetizer put leek sauce

税込615円

６．台湾メンマ ………………………… 409円
台湾幹筍／“Mianma” (Taiwan style bamboo shoot)

税込450円

７．ネギチャーシュー ………………… 468円
葱叉焼肉／A roasted pork fillet & leek

税込515円

………………… 273円

８．ザーサイの浅漬け
和風柞菜／Szechwan pickles

税込300円

９．やみつき!無限!タタキキュウリ

……273円

油咆黄瓜／Cucumber appetizer

税込300円

11．ピータン（アヒルの卵）……………… 445円
皮蛋／Thousand year old egg

税込490円

とても辛い

12．砂肝とキュウリのピリ辛和え

けっこう辛い

13．とりあえずおつまみ盛り合わせ（３点盛り） ……… 477円

ほんのり辛い

……………………… 477円

豆板双味（胡瓜・沙子肝）／Spicy Chinese pickles with gizzard
暫且拼盆／Sampler plate

税込525円

★ザーサイの浅漬け・白菜キムチ・台湾メンマ

税込525円

14. 炙りチャーシュー(2枚) ……………………………… 318円
烤叉焼／Roasted slice pork fillet(2Piece)

15. 特製!四川式ジャーキー
牛肉干／Szechwan style Beef Jerky

16.

税込350円

…………………………… 409円
税込450円

シ ャ キ シ ャ キ ジ ャ ガ イ モ の 山 椒 風 味 サ ラ ダ … 318円

土豆沙拉山椒風味／Crispy Potato salad with Yam Source

サラダ

税込350円

fresh salad

21．カリカリサラダ
和風沙拉／Crispy salad

……………………………………… 527円
税込580円

22．大根サラダ ★和風ドレッシング or 梅ドレッシング … 445円
蘿蔔沙拉／Daikon salad

税込490円

23．トマトとモッツァレラチーズ （甘辛中華ソース）…… 545円
蕃茄奶酪沙拉／Tomato and Mozzarella cheese

24．チョレギ風サラダ

朝鮮沙拉／Korean style salad

25．蒸し鶏のサラダ

税込600円

…………………………………… 477円
税込525円

……………………………………… 564円

★梅ドレッシング or 胡麻ソース

税込620円

白鶏沙拉／Boiled chicken salad

中華逸品料理
海鮮／Seafood

31．海老のチリソース

…… 618円

乾焼蝦仁／Shrimp in chili sauce

税込680円

32．海老のマヨネーズソース
蛋黄醤蝦仁／Shrimp in mayonnaise

…… 618円
税込680円

33． 海 老 チ リ ＆ 海 老 マ ヨ 欲 張 り 盛 り
蝦仁双味／An advantageous plate(#31&#32)

34．海鮮３種と野菜の塩味炒め

………………1,123円
税込1,235円

……………………… 636円

清炒海鮮／ Salt sauce stir-fries sea foods & vegetables ※海老･イカ･帆立

35．イカとキクラゲのオイスターソース炒め
蠣油木耳魷片／Oyster sauce stir-fries Squid & Jew`s-ear

36． か に 玉

税込700円

………… 600円
税込660円

……………………………………………… 600円

芙蓉蟹蛋／Crabmeat omelet

税込660円

37. 白身魚のピリ辛黒酢炒め……………………………… 627円
香辣黒酢炒白魚／ Stir fried white fish spicy black vinegar

税込690円

肉・その他／Meat＆Others

41．チンジャオロース

……………… 564円

青椒肉絲／Pork with green pepper

税込620円

42．酢豚 ……………………………… 564円
古老肉／Sweet & sour pork

税込620円

43．角煮黒酢酢豚

…………………… 600円

44．ホイコーロ―

…………………… 564円

46．レバニラ炒め

…………………… 564円

黒醋紅焼肉／Boiled pork with Black vinegar sauce
回鍋肉片／Pork and cabbage in spicy miso sauce
韮菜肝片／Pork liver in Chinese soy sauce

税込660円

税込620円

税込620円

47．鶏肉とカシューナッツの唐辛子炒め
宮保鶏丁／Sauteed chicken with Szechwan chili pepper

……………… 564円
税込620円

48．鶏の唐揚げ ～油林ソース添え～（ユーリンチー）……… 523円
炸子鶏／Fried chicken in onion sauce

49．麻婆豆腐

税込575円

……………………………………………… 618円

四川麻婆豆腐／Bean curd Szechwan style

税込680円

※店内飲食とテイクアウトでは消費税率が異なりますのでお会計金額が変わります。

上段は税別参考価格です

その他／others

61．青菜の海鮮醤 （カイセンジャン） 炒め

……………… 564円

海鮮醤炒青菜／Stir-fry greens

62．麻婆茄子

税込620円

……………………………………… 564円

麻 婆 茄 子 ／ Eggplant with MAO

税 込620円

63．揚げ茄子の油淋ソース

…………………………… 445円

油淋茄子／ Fried eggplant in onion sauce

税込490円

64. 豚肉と茄子のピリ辛炒め ………………………… 600円
炸辣猪肉木耳／ Spicy roasted boar meat summi

揚げ物

税込660円

fried food

71．イカげそ揚げ

炸魷脚／Fried cuttlefish

……………… 527円
税込580円

72．フライドポテト …………… 300円
炸馬鈴薯／French fries

税込330円

73．ホクホクポテトの黒酢炒め ………………………… 350円
烤黒酢馬鈴薯／French fries

税込385円

74．カリっとチーズ巻き揚げ（３本） ………………… 445円
乾酪春捲／Cheese spring roll (3)

税込490円

75．中華山賊焼き （特製旨辛スパイス添え） ……………… 500円
松本的炸子鶏／“SANZOKUYAKI”(Fried chicken Matsumoto city style)

税込550円

76．鶏皮揚げ餃子 の食べラー掛け （５個）……………… 536円
鶏皮炸餃子／Deep Fried gyoza （Wrap meat in the chicken skin）(5)

点心

税込590円

dumplings

81．焼き餃子（７個）カリカリ羽根付き

………………… 500円

鍋貼餃子／Fried gyoza (7)

税込550円

82．ゴマダレ水餃子（６個）……………………………… 500円
紅油水餃／Boiled gyoza with spicy sesame sauce (6)

税込550円

83．小龍包

しょうろんぽう（２個）………………………… 373円
小龍包／Ground meat and vegetable dumpling (2)
税込410円

84．肉シューマイ（３個）…………… 373円
広東焼売／Meat shumai (3)

税込410円

85．カニ小龍包（２個）……………… 373円
蟹小龍包／Crabmeat dumpling (2)

税込410円

86．海老蒸し餃子（３個）…………… 373円
蝦餃／Shrimp steamed gyoza (3)

税込410円

87．春巻き（２本）…………………… 318円
春捲／ Crispy spring roll (2)

税込350円

89． お得な 点心セット

小龍包/海老蒸し餃子/焼売/蟹小龍包 各2個 1,027円
点心四味／Sampler plate (#83×2、#84×2、#85×2、#86×2)
税込1,130円

90．パリッと焼き小龍包

羽根付き（２個）……………… 409円

鍋貼小龍包／Fried Ground meat and vegetable dumpling (2)

麺飯

税込450円

rice ＆ noodle ※各小サイズです

91．チャーハン ……………………… 477円
叉焼炒飯／Fried rice

税込525円

92．ガーリックチャーハン ………… 500円
大蒜炒飯／ Fried rice with garlic

93．担担麺（タンタンメン）
担担湯麺／Spicy sesame ramen

94．醤油ラーメン

税込550円

………… 500円

税込550円

…………………… 500円

拉麺／Ramen with soy sauce based soup

税込550円

95．野菜あんかけかた焼きそば（醤油味） …………… 500円
什景炸麺／Hard fried soba noodles in soy sauce

税込550円

96．上海焼きそば

………………………………………… 545円

97．焼きビーフン

………………………………………… 477円

蠣油炒麺／Fried noodles of the Shanghai style

税込600円

台湾炒米粉／Fried Bee Hoon

税込525円

98．さっぱり鶏塩ラーメン ……………………………… 477円
鶏塩拉麺／Ramen with boiled chicken and salt soup

税込525円

99．食べるラー油で“卵かけ御飯”……………………… 300円
和風鶏蛋飯／Original red chili pepper oil on egg mix rice

100．ライス（中）… 209円
白飯／Steamed rice

甜心

税込230円

税込330円

101. 小ライス ………… 109円
白飯（小）／Steamed rice（small） 税込120円

sweet desert

111．やわらか杏仁豆腐

………………… 273円

杏仁豆腐／Almond jelly

113．マンゴープリン

芒果布丁／Mango pudding

税込300円

…………………… 286円
税込315円

114．バニラ杏仁（バニラアイス＆杏仁豆腐）… 364円
香子蘭冰杏仁／Almond jelly & vanilla ice cream

税込400円

116．揚げゴマ団子（２個） …………… 286円
芝麻球／Fried sesame balls (2)

お料理お持ち帰
り 出 来 ま す。お
気軽にスタッフ
ま で。※ 一 部 お 持
ち帰り不可の商品も
ございます。

税込315円

117．気まぐれシャーベット …………… 286円
季節的冰淇淋／Seasonal sherbet

税込315円

118．抹茶アイスクリーム ……………… 286円
抹茶冰激凌／Green tea ice cream

税込315円

119．バニラアイスクリーム …………… 286円
香草味冰激凌／Vanilla ice cream

税込315円

120．冷凍ライチ（７個） ……………… 336円
冷凍茘枝／Fresh lychee (7)

※店内飲食とテイクアウトでは消費税率が異なりますのでお会計金額が変わります。

税込370円

