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中華麺・半炒飯セット担々 麺・半炒飯セット

海老チリ・半炒飯セット

推薦セットメニュー RECOMMENDED
SET MENU

Stir-fried shrimp w/chili sauce

Half-sized fried rice

Steamed meat dumplings

Deep-fried chicken w/ ponzu sauce

Soup

Stir-fried shrimp w/chili sauce

Half-sized fried rice

Steamed meat dumplings

Deep-fried chicken w/ ponzu sauce

Soup

海老チリソース
半チャーハン
肉焼売 （2個）
油淋鶏 ユーリンチィ
スープ

1,628円
(税抜1,480円 )

1,628円
(税抜1,480円 )

3,850円
(税抜3,500円 )

3,080円
(税抜2,800円 )

1,408円
(税抜1,280円 )

Half-sized fried rice

Steamed meat dumplings

Mini-sized almond jelly

Half-sized fried rice

Steamed meat dumplings

Mini-sized almond jelly

Black sesame dan dan soup noodles
White sesame dan dan soup noodles
Hot & spicy dan dan soup noodles

担々麺 （黒/白/紅）

（ Simple soup noodles (salt /soy sauce)

Half-sized fried rice

Steamed meat dumplings

Mini-sized almond jelly

Simple soup noodles (salt /soy sauce)

Half-sized fried rice

Steamed meat dumplings

Mini-sized almond jelly

中華麺 （醤油/塩）

半チャーハン

肉焼売 （2個）

ミニ杏仁豆腐

No.1
おすすめ

ふかひれと三種小籠包のセット北京ダックと五種小籠包のセット

四川マーボー豆腐定食

豚肉キャベツ味噌炒め定食

茄子豚肉辛味炒め定食

豚肉キクラゲ玉子炒め定食

油淋鶏ユーリンチィ定食

Mapo tofu set meal

Stir- fried pork & cabbage  set meal

Stir-fried spicy pork & eggplant set meal

Stir-fried pork & egg set meal

Deep-fried chicken w/condiment sauce set meal

レバニラ炒め定食

ピーマンと細切り豚肉の炒め定食

牛肉オイスターソース炒め定食

エビチリソース定食

海鮮と彩り野菜の炒め定食

Stir-fried pork liver & green leek set meal

Stir- fried bell pepper & thin sliced pork set meal

Stir- fried beef w/ oyster sauce set meal

Stir-fried shrimp with chili sauce set meal

Stir-fried seafood & vegetables set meal

Chinese 
set meal雲梅定食セット

【                                     】ライス、スープ、漬物
小菜、ミニ杏仁豆腐付き

三種の小菜

五味五色小籠包

北京ダック

ダックスープ

ミニ杏仁豆腐

3 kinds of appetizers

5 kinds of xiaolongbao

Beijing duck

Beijing duck soup

Almond jelly

3 kinds of appetizers

Duck soup

3 kinds of xiaolongbao

Almond jelly

三種の小菜
ダックスープ
三味三色小籠包

ミニ杏仁豆腐

いずれか
お選びください（ （ふかひれ麺

ふかひれご飯
Shark fin noodles or rice

肉肉餃子定食 （8ヶ）
Pan-fried pork, beef & vegetable gyoza

半チャーハン

肉焼売 （2個）

ミニ杏仁豆腐

1,298円

1,298円

1,408円

1,408円

1,408円

1,408円

(税抜1,180円 )

(税抜1,180円 )

(税抜1,280円 )

(税抜1,280円 )

(税抜1,280円 )

(税抜1,280円 )

1,298円

1,408円

1,738円

1,738円

1,738円

(税抜1,180円 )

(税抜1,280円 )

(税抜1,580円 )

(税抜1,580円 )

(税抜1,580円 )


