
1000円

1200円

1200円

1500円

湯麺

スープ、
香のもの付

担々麺

鶏ぶつ切り葱鍋麺

酸辣湯麺

牛バラ麺

魚翅    麺

1800円

1500円

2500円

飯

えび帆立レタス炒飯

牛バラかけごはん

ふかひれ土鍋ごはん

記載されている価格は全て税抜き表示です。 消費税相当額を申し受けます。

Dan-dan soup noodles

Choped chicken & leek soup noodles

Spicy hot and sour soup noodles

Simmered beef rib soup noodles

Braised shark fin soup noodles

Shrimp, scallope & lettuce fried rice

Simmered beef rib over rice

Shark fin on rice in earthen pot 

RICE DISHES with soup & pickles

（黒胡麻／白胡麻／紅麻辣）

各

ふかひれ

SOUP NOODLEs 

ほぐし

胸びれ姿

2000円

2500円

w/ PORK BUNS 豚万頭付

ほぐし

胸びれ姿

2000 円

手工點心

海老にらまんじゅう

手打ち水餃子

焼餃子

海鮮春巻

豚まんじゅう

甜心

杏仁豆腐

マンゴープリン

あん入り胡麻団子

300 円

350 円

300 円2 個

680 円

680 円

980 円

360 円

2 個より

6 個

6 個

3 個

(Black sesame / White sesame / Red hot & spicy)

Shered shark fin

Whole shark fin

Shredded shark fin

Whole shark fin

Shrimp & leek dumplings

Boiled hand made dumplings

Pan-fried Gyoza dumplings

Crispy seafood spring roll

Steamed pork buns

Almond jelly

Mango pudding

Fried sweet sesame balls with bean paste

HAND MADE DUMPLINGS

DESSERT

( にんにく入り）

350 円1 個

特製前菜盛合せ

鶏と干し山芋の蒸しスープ

羊肉とトマトの水餃子

空芯菜炒め

いも豚と里芋の甘酢炒め

大海老と賀茂茄子の四川チリソース

ふかひれ胸びれ姿 土鍋ご飯

本日のデザート 

5800円

魚翅コース

コース料理のご注文は二名様より承ります。

雪梅花お昼のコース

3800円

家常菜コース

前菜盛合せ

鶏ときの子の蒸しスープ

酸白菜の水餃子

太刀魚の香味揚げ油淋醤

賀茂茄子と豚バラ 辛味炒め

ふかひれ土鍋  ご飯 または 麺

本日のデザート

< 七品 >

雪梅花のお弁当

1800円

中国のおかず六品、白飯、スープ、香のもの付

旬の食材で作りましたお楽しみ弁当

杏仁豆腐付き 2000 円

記載されている価格は全て税抜き表示です
消費税相当額を申し受けます

6 kinds of Chinese dishes, rice, soup & pickles.

with almond jelly +200yen

XHU MEI HUA’S BENTO

四川麻婆豆腐

白飯、スープ、香のもの付

スタンダード

特製厚切り牛バラ入り

1200 円

1500 円

厚切り牛バラ醤油煮込み

白飯、スープ、香のもの付

1200 円

Lunch couse is available from 2 persons, please

Home-style dishes course meal

Shark’s  fin course meal

< 八品 >

The Price Does Not Include Tax.

Assortment of small dishes

Steam soup w/ chicken & mushroom

Boiled sour Chinese cabbage dumpling

Flavor fried hairtail fish

Stir-fried Kamo eggplant & pork belly w/ spicy sauce

Stewed shark-fin in hot pot on rice or noodles

Today's dessert

Assortment of special appetizer

Steamed soup w/ chicken & dried yam 

Boiled lamb & tomato dumpling

Stir-fried Chinese water spinach

Stir-fried Imobuta pork & taro w/ sweet vinegar sauce 

Stir-fried prawn & Kamo eggplant in Sichuan chili sauce

Shark-fin on rice

Today's dessert

Sichuan style mapo tofu

with rice, Chinese pickles and soup

Sichuan style standard mapo tofu

Sichuan style mapo tofu with beef rib

Braised thick cut beef rib with soy sauce

with rice, Chinese pickles and soup


