
価格はすべて税込です。All listed prices are including tax.飲み物Drinks
お通し代として一人330円頂いております。

二鍋頭 Erguotou

シングル Single ......... ¥770
ボトル Bottle ...... ¥4,950

老龍口 Laolongkou

シングル Single ......... ¥770
ボトル Bottle ...... ¥4,950

汾酒 Fen Liquor

シングル Single ...... ¥1,100
ボトル Bottle ...... ¥9,900

※かめ出し紹興酒10年もの
Shaoxing rice wine10 Years

グラス Glass ........ ¥770
ボトル Bottle ..... ¥2,500

紹興酒15年
Shaoxing rice wine15Years

一合 180 cc ................ ¥1,100
ボトル Bottle ...... ¥4,400

紹興酒18年
Shaoxing rice wine18 Years

ボトル Bottle ...... ¥6,600

China Wine中国酒
サントリー角Suntory

Kaku

角ハイボール

愛され続けるおいしさ。
飲み飽きない、爽快な味。

Kaku Highball ¥590

ボトル Bottle .................. ¥6,600
コーラ割りハイボール

ジンジャーハイボール

.......

.......
¥750

¥750
Highball with cola

Highball with ginger ale
..................................................................................

白州 Hakushu
グラス Glass ......... ¥950
ボトル Bottle .... ¥25,000

白州12年 Hakushu 12 years
グラス Glass ......... ¥2,000
ボトル Bottle .... ¥55,000

※品薄の為、スタッフまでお声掛け下さい。

山崎 Yamazaki
ハイボール Highball ...... ¥950
ボトル Bottle .... ¥25,000

山崎12年 Yamazaki 12 years

山崎18年・山崎12年・山崎
Yamazaki 18 years,Yamazaki 12 years,Yamazaki

グラス Glass ...... ¥2,000
ボトル Bottle .... ¥55,000

山崎飲み比べセットYamazaki tasting set

¥10,000

響 Hibiki グラス Glass ......... ¥950
ボトル Bottle .... ¥25,000

六 Roku
ソーダ割り/水割り Soda

/water .... ¥980
ボトル Bottle ...

....

....

¥14,300
翠 Sui
ソーダ割り/水割り Soda

/water ¥650
ボトル Bottle ¥9,000

ザ・マッカラン12年Macallan12 Years
シングル Single ...... ¥2,000
ボトル Bottle .... ¥55,000

WhiskyWhiskyウイスキー

¥590
¥590
¥590
¥590
¥590
¥590
¥590
¥590

Lemon sour

Grapefruit sour

Lime sour

Plum sour

Grape sour

Green Tea sour

Oolong sour

Jasmine sour 

Sourサワー

Japanese
Ginジャパニーズジン

一番搾り瓶ビール .............. ¥710
Ichiban Shibori Beer in bottles

....................オールフリー
（ノンアルコールビールテイスト飲料）

¥710
 Non-alcoholic beer taste beverage   All free 

青島（チンタオ）ビール ¥710
Qingdao Beer

.......

スーパードライ瓶ビール ¥710
Sapporo Beer in bottles

....
...............................................................................

...............................................................................

ザ・プレミアム・モルツ
〈香るエール〉

フルーティな香り、

豊かな味わい、爽やかな後味。

どんな料理との相性も

ぴったりの〈香る〉エール。

希少品種カリスタホップを

一部使用することで

“かろやかな余韻”に

さらに磨きをかけました。

生ビール
¥590

Suntory Premium Malt's 
Kaoru Ale Draft Beer

Beerビール

Appetizer charge 330 yen per person

お
す
す
め

レモンサワー
グレープフルーツサワー
ライムサワー
梅サワー
巨峰サワー
緑茶ハイ
ウーロンハイ
ジャスミンハイ



価格はすべて税込です。All listed prices are including tax.飲み物Drinks
お通し代として一人330円頂いております。

二鍋頭 Erguotou

シングル Single ......... ¥770
ボトル Bottle ...... ¥4,950

老龍口 Laolongkou

シングル Single ......... ¥770
ボトル Bottle ...... ¥4,950

汾酒 Fen Liquor

シングル Single ...... ¥1,100
ボトル Bottle ...... ¥9,900

※かめ出し紹興酒10年もの
Shaoxing rice wine10 Years

グラス Glass ........ ¥770
ボトル Bottle ..... ¥2,500

紹興酒15年
Shaoxing rice wine15Years

一合 180 cc ................

.....................

¥1,100
ボトル Bottle ...... ¥4,400

紹興酒18年
Shaoxing rice wine18 Years

ボトル Bottle ...... ¥6,600

China Wine中国酒
サントリー角Suntory

Kaku

角ハイボール

愛され続けるおいしさ。
飲み飽きない、爽快な味。

Kaku Highball ¥590

ボトル Bottle .................. ¥6,600
コーラ割りハイボール

ジンジャーハイボール

.......

.......
¥750

¥750
Highball with cola

Highball with ginger ale

..................................................................................

白州 Hakushu
グラス Glass ......... ¥950
ボトル Bottle .... ¥25,000

白州12年 Hakushu 12 years
グラス Glass ......... ¥2,000
ボトル Bottle .... ¥55,000

※品薄の為、スタッフまでお声掛け下さい。

山崎 Yamazaki
ハイボール Highball ...... ¥950
ボトル Bottle .... ¥25,000

山崎12年 Yamazaki 12 years

山崎18年
山崎12年
山崎

Yamazaki 18 years

Yamazaki 12 years

Yamazaki

グラス Glass ...... ¥2,000
ボトル Bottle .... ¥55,000

山崎飲み比べセット
Yamazaki tasting set

¥10,000

響 Hibiki グラス Glass ......... ¥950
ボトル Bottle .... ¥25,000

六 Roku
ソーダ割り/水割り Soda

/water .... ¥980
ボトル Bottle ...

....

....

¥14,300
翠 Sui
ソーダ割り/水割り Soda

/water ¥650
ボトル Bottle ¥9,000

ザ・マッカラン12年Macallan12 Years
シングル Single ...... ¥2,000
ボトル Bottle .... ¥55,000

WhiskyWhiskyウイスキー

¥590
¥590
¥590
¥590
¥590
¥590
¥590
¥590

Lemon sour

Grapefruit sour

Lime sour

Plum sour

Grape sour

Green Tea sour

Oolong sour

Jasmine sour 

Sourサワー
Japanese
Ginジャパニーズジン

....................オールフリー
（ノンアルコールビールテイスト飲料）

¥710
 Non-alcoholic beer taste beverage   All free 

...............................................................................

ザ・プレミアム・モルツ
〈香るエール〉 生ビール

¥590Suntory Premium Malt's 
Kaoru Ale Draft Beer

東京クラフト
生ビール ¥700

Tokyo Craft Draft Beer

Beerビール

Appetizer charge 330 yen per person

レモンサワー
グレープフルーツサワー
ライムサワー
梅サワー
巨峰サワー
緑茶ハイ
ウーロンハイ
ジャスミンハイ

おすすめ

東京で天然水100％醸造という
奇跡みたいなビール。

フルーティな香り、豊かな味わ
い、爽やかな後味。どんな料理
との相性もぴったりの〈香る〉エ
ール。希少品種カリスタホップ
を一部使用することで“かろや
かな余韻”にさらに磨きをかけ
ました。



価格はすべて税込です。All listed prices are including tax.飲み物 Drinks
お通し代として一人330円頂いております。

浦霞 Uragasumi

一合180 cc ................... ¥910
真澄 Masumi
一合180 cc ................... ¥910

Sake日本酒

赤 Red wine
グラス Glass ....... ¥700
ボトル Bottle .... ¥3,700

白 White wine
グラス Glass ....... ¥700
ボトル Bottle .... ¥3,700

Wine

梅酒 Plum wine

グラス Glass ....... ¥660
杏酒 Apricot wine

グラス Glass ....... ¥660
さんざし酒 Chinese Hawthorn-berry Wine

グラス Glass ....... ¥660
ライチ酒 Lychee wine

グラス Glass ....... ¥660
トマト酒 Tomato wine

グラス Glass ....... ¥770
桂花酒 Guihuachen Chinese Alcoholic Beverage

グラス Glass ....... ¥770
レモン酒

グラス Glass ....... ¥660

Liqueurリキュール

オレンジ割り ...................... ¥770
Cassis Orage

ウーロン割り ...................... ¥770
Cassis Oolong

ソーダ割り ......................... ¥770
Cassis Soda

 Cassisカシス

白・黒ホッピーセット............

ホッピー(白・黒)....................

金宮(焼酎)(中) .....................

¥620

¥350

¥350

White / black hoppy set

Hoppy (white / black)

Kinmiya (Shochu) (Middle)

 Hoppyホッピー

巨峰 .................................. ¥660
Grape juice

オレンジ ............................. ¥660
Orage juice

グレープフルーツ ................ ¥660
Grapefruit juice

りんご ................................ ¥660
Apple juice

マンゴー .............................. ¥660
Mango Juice

トマト ................................. ¥660
Tomato juice

コカ・コーラ ........................ ¥660
Coca Cola

ジンジャーエール ................ ¥660
Ginger ale

ウーロン茶 ......................... ¥440
Oolong tea

緑茶 ................................. ¥440
Green tea

100%ジュース割り

Non-alcoholic

炭酸 ¥330Soda水・氷 　       各¥220water/ice

ノンアルコール

Bottle Setボトルセット

ズブロッカZuburoca

 ボトル ..................... ¥7,700

Vodkaウオッカ

古秘 Kohi

グラス Glass ...... ¥880
ボトル Bottle ... ¥8,800

一刻者 Ikkomon

グラス Glass ...... ¥880
ボトル Bottle ... ¥6,600

さつま海 Satsumaumi

グラス Glass ...... ¥880
ボトル Bottle ... ¥6,600

Distilled spirits（Potato）芋焼酎

壱岐 Iki

グラス Glass ...... ¥880
ボトル Bottle ... ¥8,800

Distilled spirits（Barley）麦焼酎

よかっぺ Yokappe

グラス Glass ...... ¥880
ボトル Bottle ... ¥8,800

Distilled spirits（Rice）米焼酎

ワインワイン 金奨ワイン

Appetizer charge 330 yen per person

Bottle



価格はすべて税込です。
All listed prices are including tax.小籠包 Soup dumpling

うに小籠包  2 ヶ 900円
海胆小笼包 4 ヶ1,800円

+450 円 1ケ追加できます +450 円 1ケ追加できます

エビ小籠包  3 ヶ 660円
虾仁小笼包 5 ヶ 880円

小籠包  3 ヶ 550円
小笼包 5 ヶ 770円

かいばしらシュウマイ  3 ヶ 660円
鲜贝烧麦 5 ヶ 880円

春巻　3ヶ
春卷 660円

フカヒレ小籠包 3ヶ 660円
鱼翅小笼包 5 ヶ 880円

小籠包５種盛り合わせ
小笼包５种拼盘 1,500円

シュウマイ 3 ヶ 550円
烧麦 5 ヶ 770円

ネギ油チヂミ 
葱油饼 550円

Crab Soup dumpling

Shark fin Soup dumpling

Soup dumpling set

Shao MaiShao Mai

Leek oil pancake

Sea urchin Soup dumpling

Shrimp Soup dumpling

Soup dumpling

Kaibashir Shao Mai 

Fried spring rolls

かに小籠包  2 ヶ 900円
蟹肉小笼包 4 ヶ1,800円



価格はすべて税込です。
All listed prices are
 including tax.

Celery

Japanese
 Shiso

Tomatoes

Oysters

¥770

¥880

¥770

¥880Mutton and
 coriander

水 　 焼 　 蒸

/カキ/ホタテ

水 　 焼 　 蒸

水 　 焼 　 蒸

/ラムパクチー

水 　 焼 　 蒸

/ビンボウ

水 　 焼 　 蒸

/牛肉・玉ねぎ

水 　 焼 　 蒸

/シソ

水 　 焼 　 蒸

/トマト

水 　 焼 　 蒸

/レモン

水 　 焼 　 蒸

/セロリ
Lemon

¥880

¥880¥880 ¥880

Beef and
 onion

Scallop
Poor
dumpling

が食べ方として一番のお店のおすすめです※一皿 5個入り

蒸し餃子 6個セット ¥1,100 ※お好きな餃子を選択してください。一種類は 2個から

¥770

餃子Dumplings



価格はすべて税込です。
All listed prices are
 including tax.

Cabbage

Leek

¥660

¥770

水 　 焼 　 蒸

/フカヒレ

水 　 焼 　 蒸

/エビ

水 　 焼 　 蒸

¥880¥880¥770

¥770

Coriander
 bean drum

Shrimp
 meat

Shark's fin

Garlic

¥770

辣辣餃子(赤)
Spicy dumplings
 (red)

水 　 焼 　 蒸

¥770

辣辣餃子(緑)
Spicy dumplings 
(green)

水 　 焼 　 蒸

/ハクサイ

水 　 焼 　 蒸

/シイタケ

水 　 焼 　 蒸

/パクチートウチ

水 　 焼 　 蒸

/キャベツ

/ニンニク/ニラ

水 　 焼 　 蒸 水 　 焼 　 蒸

Chinese
cabbage

Shiitake
mushrooms ¥660¥770

が食べ方として一番のお店のおすすめです※一皿 5個入り

蒸し餃子 6個セット ¥1,100 ※お好きな餃子を選択してください。一種類は 2個から

餃子Dumplings

水 　 焼 　 蒸

¥1,100

蒸し餃子6個セット 
Set of 6 steamed dumplings

蒸饺拼盘

－－

※以上の餃子を選択してください。
一種類は 2個から

绿

水 　 焼 　 蒸
¥880

辣辣焼き餃子
2種盛り合わせ
Assortment of two kinds of 
spicy grilled 
gyoza dumplings

两种辣饺子拼盘

－－



価格はすべて税込です。
All listed prices are
 including tax.餃子Dumplings

10种煎饺子（各 1 个）

蒸饺6种（从 1 到 3 种您喜欢的饺子中选择 *每种至少 2 件）

水饺3种（各 2 个）

焼き餃子 10種盛り
(各1個ずつ)

(お好きな餃子を1~3種類お選び下さい　※1種類2個から)

(各2個ずつ)

トマト ・ラムパクチー ・シソ ・セロリ
レモン ・牛タマネギ ・エビ
キャベツ ・ハクサイ ・ニラ

トマト ・ラムパクチー ・セロリ ・辣辣（赤） ・辣辣（緑） ・エビ ・シイタケ
ホタテ ・ニラ ・フカヒレ ・牛タマネギ ・シソ ・ビンボウ ・キャベツ
ハクサイ ・パクチートウチ ・カキ ・レモン ・ニンニク

エビ　・キャベツ　・ニラ

1,500 円

10 Kinds of Pan-fried dumpling (1 each)

蒸し餃子　6個

1,100 円

Steamed dumplings 6 types (Choose from 1 to 3 types
 of gyoza you like *Minimum of 2 pieces per type)

水餃子　3種盛り

1,100 円

Boiled dumplings 3 types (2 each)

番茄・羊肉芫荽・紫苏・芹菜・柠檬・牛肉洋葱
虾・白菜・大白菜・韭菜

Tomato, lamb coriander, perilla, celery,Lemon, beef onion, shrimp
Cabbage, Chinese cabbage, Leek

番茄・羊肉芫荽・芹菜・辣（红）・辣（绿）・虾・香菇・扇贝・细香葱・鱼翅
・牛肉洋葱・紫苏・桦木・卷心菜・大白菜・香菜・牡蛎・柠檬・大蒜

Tomato, lamb coriander, celery, spicy (red), spicy (green), shrimp, shiitake mushroom
Scallops, chives, shark fins, beef onions, perilla, birch, cabbage
Chinese cabbage, coriander, oyster, lemon, garlic

虾・卷心菜・韭菜

Shrimp,Cabbage,Leek



価格はすべて税込です
All listed prices are including tax.

価格はすべて税込です。All listed prices are including tax.

猪（いのしし） 1 本
羊（ひつじ） 2 本

雉（きじ） 1 本
鹿（しか） 1 本
いのしし 1 本

ジビエ串焼セット
Bセット　3本　Aセット　6本　

羊串焼セット 5本

1,200 円2,180 円

★

1,580 
羊串焼きドリンクセット

円

1,280円

角ハイボール 1杯

or +

羊串焼き三本

餃子セット

角ハイボール 1杯

or

ザ・プレミアム・モルツ
〈香る〉エール  1杯

+

雉（きじ） 1 本
鹿（しか） 1 本
鴨（かも） 1 本

≪ジビエ Gibier ≫

≪羊（ひつじ）Sheep≫
羊肉新疆風味................. 330 円

羊肉クミン風味 ............. 330 円

羊肉塩味........................ 330 円

お好きな餃子２種類
焼き餃子限定

(各3個ずつ  計6個 )

Skewer-grilled

雉（きじ）..................... 410 円

鴨（かも）..................... 410 円

鹿（しか）..................... 410 円

猪（いのしし） ............. 410 円

Mutton kebab drink Set

Mutton kebab Set
1,500 円

Dumplings Set

Gibier Skewers Set

Highball

Highball Suntory Premium Malt'sKaoru Ale Draft Beer

Mutton kebab
(3 skewers )

Mutton kebab (Salt)

Mutton kebab (Xinjiang flavor)

Mutton kebab (Cumin)

Pheasant

Wild boar

Duck

Deer

 Fried dumpling

串焼き

ザ・プレミアム・モルツ
〈香る〉エール  1杯

Suntory Premium Malt'sKaoru Ale Draft Beer



価格はすべて税込です。
All listed prices are including tax.

「天下美味」

北京ダック
北京ダックセット

半羽
Half 4,300 円

北京ダックスープ、
北京ダック肉の麻辣炒め

 
一羽の鴨を三種類の料理で骨まで
食べ尽くせて満腹 ! 満足 !

北京ダック肉の
麻辣炒め 

1,320 円

1,320 円

Spicy duck meat

Peking duck

Peking duck set　(Peking duck soup, 
 Spicy duck meat)

Peking duck set (three)

北京ダックセット 

北京烤鸭卷（北京烤鸭汤﹐
 麻辣炒北京烤鸭肉）

北京烤鸭卷3 件

+440 円 1本追加できます

鴨餅で皮付き肉をたっぷりと召し上がる
(半羽10枚前後 )取れます。きゅうり、ネギ、甜麺醤添え



価格はすべて税込です。
All listed prices are excluding tax.

よだれ鶏
1,410円

Steamed Chicken with Chili Sauce

揚げニンニクと筍和え 
880円

Shredded garlic with bamboo shoots

細切りザーサイの麻辣和え
880円

Spicy shredded mustard

パクチーと牛ハチノス和え
1,320円

Coriander and beef tripe

パクチーとザーサイ和え
770円

Coriander mixed with mustard

ほうれん草のネギ味和え
880円

Spinach Mixed with Scallion Oil

豚ミミのピリ辛和え
770円

Spicy pig ears

チャーシュー
1,210 円

Barbecued pork

冷菜Cold dish

001 002

003 004

005 006

007 008



価格はすべて税込です。
All listed prices are excluding tax.

わさび入りサザエ麻辣和え
1,210円

Conch in asabi sauce

ピータン
660円

Preserved egg

ピータン豆腐
770円

Tofu with Preserved Eggs

ザーサイと枝豆のラー油和え
660円

Tofu with Preserved Eggs

砂肝の和え
990円

Mixed Chicken Gizzard

パクチー和え
660円

 Coriander with sauce

くらげのピリ辛和え
1,210円

Spicy jellyfish

牛肉の醬油漬け
1,540円

Beef in Brown Sauce

パクチーとキュウリの和え
880円

Cucumber mixed with coriander

バンバンジー
990円

Stick chicken

冷菜Cold dish

009 010

011 012

013 014

015 016

018017



価格はすべて税込です。
All listed prices are including tax.

揚げ鶏肉の激辛炒め
1,460 円

Chilli chicken nuggets

鶏肉と椎茸のカキソース炒め
1,210 円

Letinous edodes chicken slices

鶏肉とピーナッツの四川風炒め
1,210 円

Kung Pao Chicken

鶏肉レモン炒め
1,210 円

Lemon Chicken Slices

鶏肉とカシューナッツ炒め
1,380 円

Sauteed Diced Chicken and Cashew Nuts

油淋鶏
1,210 円

Oil-dripped chicken

激辛手羽先揚げ (薬膳風味 5本）
非常辣炸鸡翅（5片药味）
Very Spicy-fried Chicken Wings 
(5 Pieces Of Medicinal Flavor)

1,210 円

若鶏の唐揚げ
1,380 円

Fried chicken

レタス鶏肉とパクチー炒め 
1,100円

Chicken slices with coriander

鶏肉類 Chicken Meat

019 021

020

022 023

024 025

026 027



価格はすべて税込です。
All listed prices are including tax.

にんにくの芽と豚肉炒め 
970 円

Garlic and shredded pork

豚肉の長芋黒酢ソース炒め 
1,100 円

Vinegar sliced yam meat

角煮 
1,320 円

Braised pork

セロリと豚肉の炒め 
1,100 円

Stir-fried celery with pork

豚レバーとニラの炒め 
1,100 円

Pork liver with leek

酢豚
1,210 円

Fried pork with sweet and sour sauce

1,980 円
Sauce-fried venison

豚肉類 Pork Meat

ソーダ割り/水割り
ボトル

翠Sui
650円
9,000円

Soda/water
Bottle

Japanese Gin翠sui
ジャパニーズジン
ほのかに、和、香る。

028

029 030

031 032

033 034



価格はすべて税込です。
All listed prices are including tax.

ホイコーロー 
1,210 円

Twice-cooked pork

豚肉甘酢辛味炒め 
1,320 円

Yu-Shiang Shredded Pork

チンジャオロース 
1,210  円

Sauteed Shredded Pork with Green Pepper

豚肉とパクチーの炒め 
1,320 円

キクラゲと玉子豚肉炒め 
1,210 円

Moo Shu Pork

イノシシとなし炒め ( 野生 )1,980円
Fried wild pork with pear

豚肉と白菜の炒め 
 1,210 円

Stir-fried Chinese cabbage with pork

豚肉類 Pork Meat

ソーダ割り/水割り
ボトル

六 Roku

Soda/water
Bottle

Japanese Gin六 Roku
ジャパニーズジン
6種の日本の和素材を
使った香り豊かな

ジャパニーズクラフトジン。

980円
14,300円

035

036 037

038 039

040 041

香菜炒猪肉
Stir-fried pork and coriander



価格はすべて税込です。
All listed prices are including tax.

牛肉の強火炒め
1,650 円

Sauteed Shredded Beef with Chili Sauce

アスパラと牛肉のピリ辛炒め
1,430 円

Stir-fried asparagus with spicy beef

ラム肉のクミン炒め
1,540 円

Fried Lamb with Cumin

牛ハチノスのピリ辛炒め 
1,650 円

Spicy shredded beef tripe

パクチーと牛ハチノスの炒め
1,650 円

Stir-fried beef tripe with coriander

牛肉の黒胡椒炒め 
1,430 円

Black pepper beef

牛肉とピーマン炒め
1,430 円

Fried beef and sweet pepper

長ネギとラム肉の強火炒め 
1,650 円

Fried mutton with Scallion

牛＆羊肉類Beef Mutton Meat

042 043

044 045

046 047

048 049



価格はすべて税込です。
All listed prices are including tax.

エビ、白菜の塩味炒め 
1,430 1,430 

1,430 1,430 

1,430 1,430 

円
Shrimp and cabbage

彩りエビ炒め 
円

Shrimp with vegetable

わさび入りエビマヨ 
円

Shrimp in wasabi mayonnaise sauce

エビ甘辛チリソース 
円

Sauteed Shelled Shrimp in Chili Sauce

エビマヨネーズ 
円

Butter Prawn

セロリとエビの炒め 
円

Stir fried shrimps with celery

海鮮類 Seafood

050 051

052 053

054 055



価格はすべて税込です。
All listed prices are including tax.

サザエとサヤエンドウ炒め 
1,320 円

Stir-fried turban shell and peas

あさり豆腐土鍋煮 
1,210 円

Small clam and tofu in the pot

ブロッコリと帆立貝の炒め 
 1,590 円

Fresh scallops with Broccoli

サザエとクラゲ炒め 
1,650 円

Turban shell and jellyfish

アサリ麻辣味炒め 
1,320 円

Stir-fried hot clam

海鮮類 Seafood

くらげと枝豆のネギ味炒め
1,320 円

Fried green beans with scallion-flavored 
jellyfish skin

056 057

058 059

060 061



価格はすべて税込です。
All listed prices are excluding tax.

長芋の黒酢炒め 
1,210 円

Black vinegar Chinese yam

ジャガイモのにんにく味炒め
1,100 円

Stir-fried potato shreds with garlic flavor

トマトと玉子の炒め 
1,100 円

Scrambled Eggs with Tomato

トウミョウにんにく味炒め 
970 円

Stir-fried bean seedlings with garlic flavor

麻婆豆腐・白 1,210 円
Mapo Tofu White

野菜＆玉子類
Vegetable and Egg

062

063 064

065 066

グラス

ボトル

白州 Hakushu

Glass

Bottle

WhiskyWhisky

森の蒸溜所で育まれた

若葉の香りと、

爽快な味わい。

950円
25,000円

※品薄の為、スタッフまで
　お声掛け下さい。
※品薄の為、スタッフまで
　お声掛け下さい。

白州 Hakushu

ウイスキー
白州 Hakushu

ウイスキー



価格はすべて税込です。
All listed prices are excluding tax.

1,100 円
Miso Eggplant with Coriander

ニラと玉子の炒め 
1,100 円

Scrambled egg with leek

空心菜醤油ネギ炒め 
1,430 円

Stir-fried hollow cabbage with soy sauce and 
scallions

チンゲン菜と長芋とキクラゲ炒め 
1,210 円

 Fried Jew’s ear with green vegetables and yam

レタスニンニク味炒め 
1,100 円

Stir-fried lettuce with garlic flavor

野菜＆玉子類
Vegetable and Egg

四川風茄子の揚げ 
1,210 円

Sichuan Fried Eggplant

067 068

069 070

071 072



価格はすべて税別です。
All listed prices are excluding tax.

牛肉の激辛煮込み 
1,650 円

Sliced Beef in Hot Chili Oil
1,430 円

四川風麻婆豆腐 
1,080 円

Sichuan Feng mapo tofu

ホルモンの旨辛煮込み 
1,210 円

Spicy innards

茄子の旨辛炒め 
1,430 円

Spicy eggplant

北京ダック肉の麻辣炒め 
1,320 円

Spicy duck meat

麻婆春雨 
1,100 円

Ma Po Chun Yu

麻辣類Spicy food

海老のピリ辛炒め 
1,430 円

Spicy prawn

鶏肉の中華風ピリ辛炒め

Spicy chicken

073 074

075 076

077 078

079 080



価格はすべて税込です。
All listed prices are including tax.麵Noodle

担々麺 

Red Dandan noodles

海鮮カタ焼きそば 

Fried noodles with seafood

自家製焼きそば 

Fried noodles

フカヒレ麵 

Shark fin noodles

牛肉トマト麵 

Beef and tomato noodles

ニラ牛肉麵 

Chives and beef noodles

トマト野菜麵 

Tomato and vegetable noodles

スーラー麵 

Hot and sour noodles

五目あんかけ焼きそば 

Stir-Fried Noodles with Meat and Vegetables

五目タンメン 

Soup with Meat and Vegetables

1,200円

1,430 円

1,210 円

1,430 円

1,430 円

1,430 円

1,100 円

1,100 円

1,210 円

1,210 円

081 082

083 084

085 086

087 088

089 090



価格はすべて税込です。
All listed prices are including tax.麵Noodle

自家製ジャンジャンそば

Homemade Jean Jean soba noodles

自家製鶏肉塩味そば

Homemade chicken salty soba noodles

極太麺の角煮そば

Meat soba noodles

自家製担仔麺 

Homemade danzai noodles

1,000 円 1,100 円

1,200 円 1,000 円

飲み放題 All you can drink ticket

2 Hours 2 Hours

・焼酎 ・生ビール

・角ハイボール

・紹興酒

・紹興酒

・サワー

・角ハイボール

・ワイン（金奨）

・ワイン（金奨）

・焼酎

・中国酒

・サワー

・翠

Distilled spirits Draft Beer

・生ビール
1 glasses of draft beer
ビールは一人1杯まで

Kaku Highball

Shaoxing rice wine

Shaoxing rice wine Wine

Sour

Kaku Highball

Wine Distilled spirits

China Wine

Sour

SUI Japanese gin
・中国酒

China Wine

ストップ！20歳未満飲酒・飲酒運転。妊娠中や授乳期の飲酒はやめましょう。お酒はなによりも適量です。サントリー株式会社

2,500 3,200 

扣肉面

ワンタン
1,210 円

Wonton

ワンタン麺(自家製麺)
1,210 円

Wonton noodles (homemade noodles)

担仔面

炸酱面 鸡汤面

091 092

093 094

095 096



価格はすべて税込です。
All listed prices are including tax.

ザーサイレタス玉子チャーハン
1,100 円

Fried rice with mustard lettuce and eggs

エビと玉子チャーハン 
1,210 円

Fried rice with shrimps and eggs

四川風辣チャーハン 
1,100 円

Spicy fried rice

チャーシューと玉子チャーハン
1,210 円

Fried rice with braised eggs

高菜チャーハン 
1,100 円

Fried rice with Pickled Leaf Mustard

ご飯 Rice

イカスミ角煮チャーハン
1,210 円

Black fried rice

鶏肉入り翡翠チャーハン
1,430 円

Green fried rice

卵の白身入り貝柱チャーハン
1,430 円

Fried rice with egg white

うなぎチャーハン
1,280 円

Eel fried rice
鳗鱼炒饭

097 098

099 100

101 102

103

105

104



価格はすべて税込です。
All listed prices are including tax.

ザーサイと豚肉スープ 
860 円

Shredded pork and mustard soup

玉子スープ 
860 

Egg Soup

ゴマ団子
550 円

Glutinous rice sesame balls

フカヒレスープ 
1,430 円

Shark's fin soup

杏仁豆腐 
550

Almond Jelly

スーラースープ 
860 

Hot and Sour Soup

スープ

甘味

Soup

Dessert

円

円

さつまいもと干果実の団子
さつまいもと杏仁の団子

各550
Sweet potato and dried fruit dumplings
Sweet potato and almond dumplings

円

円

红薯干果饺子
红薯杏仁饺子

106 107

108

110 111

112
113

109



価格はすべて税込です。All listed prices are including tax.

玲玲 松コース 7,000円

玲玲 幸せコース 10,000円

6,600円

1. 前菜三種盛り合せ
2. 北京ダック
3. アワビの醤油煮込み
4. 豚角煮
5. エビチリソース
6. 水餃子または焼き餃子

7. 北京ダック肉チャーハン
8. フカヒレ蒸し餃子
9. 豆苗炒め
10. 牛肉の黒胡椒炒め
11. ショウロンポウ
12. フカヒレスープ
13. 杏仁豆腐

お任せコース

1.前菜三種盛り合せ
2. エビマヨネーズ
3. 牛肉の黒胡椒炒め
4. ほうれん草の和え物
5. 香り鶏の唐揚げ
6. 水餃子または焼き餃子

7. 豚角煮
8. きくらげ玉子炒め
9. 麻婆豆腐
10. ショウロンポウ
11. 五目チャーハン
12. フカヒレスープ
13. 杏仁豆腐

餃子百珍一味玲玲コース料理
プラス2,000 円 2時間飲み放題付き

4名様から承ります

13
品

13
品

お任せ＋飲み放題 + 餃子食べ放題
満腹、満足の人気コース

ストップ！20歳未満飲酒・飲酒運転。妊娠中や授乳期の飲酒はやめましょう。お酒はなによりも適量です。サントリー株式会社

餃子百珍一味玲玲 特別コース

1.前菜三種盛り合せ
2. チンジャオロース
3. 海鮮炒め
4. スブタ

4,500円10 名様から承ります

8品
5. 水餃子または焼き餃子
6. チャーシュー炒飯
7. 野菜スープ
8. 杏仁豆腐

飲み放題付き



価格はすべて税込です。All listed prices are including tax.
Recommende
Drinks

サントリー角
愛され続けるおいしさ。
飲み飽きない、爽快な味。

WhiskyWhisky角ハイボール

Japanese
Gin翠suiジャパニーズジン

Appetizer charge 330 yen per person

翠（ＳＵＩ）は日本人に親しみのある和素材を使
用した、サントリーのジャパニーズジンです。柚子・
緑茶・生姜のお酒を中心につくられた、清 し々い
香りと爽やかな味わいをお楽しみください。

ほのかに、和、香る。

ザ・プレミアム・モルツ
〈香るエール〉
Suntory Premium Malt's 
Kaoru Ale Draft Beer

おすすめドリンク お通し代として一人330円頂いております。

角ハイボール
Kaku Highball

¥590

ボトル Bottle .................. ¥6,600
.......
.......

....

....

翠 Sui
ソーダ割り/水割り Soda/water ¥650
ボトル Bottle ¥9,000

生ビール ¥590

コーラ割りハイボール

ジンジャーハイボール

¥750

¥750
Highball with cola

Highball with ginger ale




