
      

よだれ鶏   青菜干豆腐あえ  北京の大根漬け  焼きパオズ   五色餃子   海老にらまんじゅう 

       
 四川麻婆豆腐  酸白菜と春雨  鶏の唐辛子    真っ黒な    大海老四川  大海老熱油揚げ 

         の酸っぱい炒め   山椒炒め    黒酢スブタ   チリソース  ニンニクチリソース 

        

北京ダック           ダックロール 

           

排骨弁当      油鶏弁当    牛腩弁当    フカヒレあんかけ丼  麻婆豆腐丼   エビチリ丼  

                        

豚キクラゲ玉子丼       中華丼        天津飯丼       ルーロー飯 

         
※お持ち帰りのみとなっております。 

※価格は全て税込み価格です。 

※出来上がりに１０～２０分ほど頂きます。 

※お電話または店頭にて承ります。 

※北京ダックは焼き上げにお時間を頂きます。事前にお電話くださいませ。 

※昼は13時30分までのご注文、14時までの引渡しとさせて頂きます。 

※夜は21時までのご注文、21時30分までの引渡しとさせて頂きます。 

 
 



□前菜□ 

前菜盛あわせ3種      1200 Appetizer platter 
酔っぱらい海老      980 Marinated shrimp w/ Chinese rice wine 

くらげ野菜あえ      980 Jellyfish & vegetable 

ハチノス葱辛味あえ    880 Spicy reticulum tripe 

四川よだれ鶏       880 Steamed chicken w/ hot sauce 

蒸し鶏葱生姜だれ     780 Steamed chicken w/ ginger sauce 

蒸し鶏胡麻だれ      780 Steamed chicken w/ sesame sauce 

いかセロリあえ      480 Marinated squid & celery 

青菜干豆腐あえ      480 Greens & dried tofu 

北京の大根漬け      480 Beijing-style pickled radish 

たたき胡瓜        480 Chopped cucumber w/ black vinegar 

 

□点心□ 
焼きパオズ          ４個  480 Pan-fried pork soup buns 

海老にらまんじゅう    1個  350  Pan-fried shrimp &Chinese chive dumplings 

海鮮春巻き           2本  900  Deep-fried seafood spring rolls 

五味餃子       5個  680 5 kind dumplings              

黒毛和牛入り餃子      5個  750  Kuroge Wagyu beef dumplings    

えび餃子              5個  850  Shrimp dumplings             

豚ニラ餃子            5個  580  Pork & garlic chive dumplings 

ハーブホルモン餃子    5個  580  Innard dumplings            

梅豚餃子              5個  580  Pork & Ume plum dumplings 

 

□家常菜□ 
四川マーボ豆腐              980 Sichuan spicy tofu (mapo tofu) 

酸白菜と春雨の酸っぱい炒め 880 Stir-fried sour Chinese cabbage & varmicelli 

季節の青菜炒め              880 Stir-fried greens 

豚きくらげたまご炒め    980 Stir-fried pork & egg 

海老とセロリ炒め            980 Stir-fried shrimp & celery 

茄子豚肉ピリ辛炒め          950 Stir-fried eggplant & pork w/Sichuan garlicsauce 

 

□ 肉 □ 
真っ黒な黒酢スブタ      1980 Sweet & sour pork blocks vinegar 
鶏の唐辛子山椒炒め      1680 Stir-fried chicken & chili pepper 

やわらか牛ﾊﾞﾗ醤油煮込み   2400 Beef stew in soy sauce   
 



□海鮮□ 
大海老四川チリソース    1980 Stir-fried prawn w/ Sichuan sauce 
大海老熱油揚げ 

ニンニクチリソース    1980 Fried prawn w/ sweet chili sauce 

海老イカ帆立の塩炒め    1980 Stir-fried shrimp,squid & scallop w/ salt 

帆立と黄ニラ炒め      1680 Stir-fried scallop & Chinese yellow chive 

 

□ 麺 □ 
ふかひれ麺  特 尾びれ姿  4800 Braised shark-fin noodle soup 

           上 胸びれ姿 2800 

           並 ほぐし  1800 

鶏柚子麺          1200 Yuzu & chicken noodle soup 

海鮮五目湯麺        1980 Seafood noodle soup 

厚切り牛バラ麺        1800 Stewed thick cut beef rib noodle soup 

 

□担々麺□ 
白ごま担々麺        980  White sesame dan dan noodle soup 
黒ごま担々麺        980  Black sesame dan dan noodle soup 

 

□ 飯 □ 

ふかひれ飯  特 尾びれ姿 4800 Braised shark-fin noodle soup 
           上 胸びれ姿 2800 

           並 ほぐし  1800 

梅肉塩豚チャーハン          980 Plum & salted pork fried rice 

牛バラ九条ねぎチャーハン    980 Beef rib & Japanese leek fried rice 

蟹肉レタスチャーハン        980 Crab & lettuce fried rice  

 

□甜品□  

ゴマ団子          540 Sweet sesame balls 

 

 

 

 

 



              □北京烤鴨□ 
北京ダック              1羽 8800  Beijing Duck ※北京ダックは焼き上げにお時間が 

1/2 羽 4800        掛かります。事前にお電話下さいませ。 

餅/ 葱/ きゅうり/ みそ 付き    Crepe / Leek / Cucumber / Sauce 

 

ダックロール  ４ロール 800   Duck Roll 

     お気軽にお召し上がれる 

       クレープ巻きダイプです。  
 

※上記価格は全て諸費税（８％）込みです。 


