
お客様各位

De a r  C u s t om e r

【メニュー表記につきまして】
※表示価格は本体価格です。別途消費税とサービス料10％を頂戴いたします。
※諸事情により内容が一部変更になる場合がございます。
※写真はイメージです。
※アレルギー表示につきましては、仕入れた食品の表示をもとに、7品目の特定原材料「卵・
小麦・乳・えび・かに・そば・落花生（ピーナッツ）」のみ記載しております。また日替わり
のメニューやお飲物など、一部アレルギー表示の記載のないメニューもございますので、食
物アレルギーをお持ちのお客様がいらっしゃる場合は、スタッフまでお声掛けください。
なお、厨房内の調理器具は共用しており、全ての食材を同一の環境で調理いたしますので、
意図せず表示のない食材が混入する場合がございます。（コンタミネーションに関しては十分
な対応ができません）

[Regarding the indication of the menu]
*The prices in the menu do not include tax. 
We will separately charge you consumption tax and a 10% service charge.
*Some contents may be changed according to situations. 
*The photo shows an example.
*As for the indication of allergens, we indicate the 7 specified ingredients (egg, 
wheat, milk, shrimp, crab, buckwheat, and peanut) only with reference to the labels 
of procured food products. For daily specials, drinks, etc., allergens are not 
indicated. If any of you have a food allergy, please ask our staff. 
Please note that the cooking untensils in our kitchen are shared and all ingredients 
are cooked in the same environment, so there is a possibility that our dishes will 
include unindicated ingredients before cooks notice. 
(Measures against contamination are not sufficient.) 

そば
Buckwheat

かに
Crab

えび
Shrimp

乳
Milk

小麦
Wheat

卵
Egg

落花生
（ピーナッツ）
Peanut



※表示価格は本体価格です。別途消費税とサービス料 10％を頂戴いたします。【＊: 日替わりとなります】

前 菜 -Cold Dish-

￥2,0001. 五種盛合わせ冷菜＊
　Platter of Five Appetizers

￥1,5002. 三種盛合わせ冷菜＊
　Platter of Three Appetizers

￥1,4005. 蟹肉入りふかひれスープ　Shark’ s Fin Soup with Crabmeat [ 一人前 ]

￥1,000

3. 蒸し鶏の辛子胡麻ソース
　Shredded Chicken with Special Sauce

4. ふかひれの姿煮　Braised Shark’ s Fin [ Whole ] ￥4,800

ふかひれ料理 -Shark’ s Fin-



6.大海老のチリソース
　Braised Prawns with Chili Sauce

￥1,600

7.大海老のマヨネーズソース
　Sauteed Prawns with Mayonnaise Sauce

￥1,600

10. 北京ダック
　Roast Peking Duck Skin

￥13,000１羽 16枚
　Whole [ 16cut ]

￥6,500半羽 8枚
　Half [ 8cut ]

￥1,000１枚
　1piece

11.プラチナポークの回鍋肉
　Sauteed Pork and Cabbage with Miso Sauce

￥1,100

12. 酢豚
　Sweet and Sour Pork

￥1,000

9.帆立貝のXO醤炒め
　Sauteed Scallop with X.O.Sauce

￥1,600

※表示価格は本体価格です。別途消費税とサービス料 10％を頂戴いたします。

8.海老のチリソース
　Braised Shrimp with Chili Sauce

￥1,200

海鮮料理 -Sea Food-

肉料理 -Meats-



※表示価格は本体価格です。別途消費税とサービス料 10％を頂戴いたします。

13.鶏肉とカシューナッツの炒め
　Sauteed Chicken and Cashew Nuts

￥1,000

14.牛肉とピーマンの細切炒め
　Sauteed Beef and Green Peppers

￥1,100

15.牛ヒレ肉のオイスターソース
　Sauteed Beef in Oyster Sauce

￥1,600

16. 牛ヒレ肉の黒胡椒炒め
　Sauteed Beef with Black Peppers

￥1,600

肉料理 -Meats-

17.青梗菜の炒め
　Sauteed Chinese Green Vegetable

￥900

18.麻婆豆腐
Braised Bean Card with Minced Beef and Chili　

￥1,000

19. たらば蟹の玉子炒め
　Sauteed Crabmeat and Egg

￥1,300

野菜・豆腐・玉子料理 -Vegetabls/Bean Cards/Eggs-



※表示価格は本体価格です。別途消費税とサービス料 10％を頂戴いたします。

食事 -Noodles and Rice-

一人前
For 1 Person

焼きそば

つゆそば

あんかけご飯

チャーハン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,30029. 五目チャーハン　Fried Rice with Chop Suey

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,50028. 蟹肉入りチャーハン　Fried Rice with Crabmeat

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,40027. 海老入りあんかけご飯　Rice with Shrimp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,30026. 五目あんかけご飯　Rice with Chop Suey

・・・・・・・・・・・・・・・￥1,30022. 酢と辛味のつゆそば　Noodles in Hot and Sour Soup

・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,30020. 五目つゆそば　Noodles Soup with Chop Suey

21. 海老入りつゆそば　Noodles Soup with Shrimp ・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,400

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,30023. 五目焼きそば　Fried Noodles with Chop Suey

・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,40024. 海老入り焼きそば　Fried Noodles with Shrimp

25. 上海風焼きそば　Sauteed Noodles “Shanghai’ s” Style ・・・・・・・・・・・・・・・￥1,300



30. 海老入り春巻　[ 2 本 ]　Shrimp Spring Rolls [ 2pieces ] ・・・・・・・・・・・・￥600
31. スティック春巻　[ 3 本 ]　Stick Spring Rolls [ 3pieces ] ・・・・・・・・・・・・￥600

※表示価格は本体価格です。別途消費税とサービス料 10％を頂戴いたします。

32. 小籠包　 [ 2 個 ]　Steamed Bun in Soup [ 2pieces ] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥600
33. 肉焼売　[ 2 個 ]　Shu-Mai [ 2pieces ] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥500
34. 海老入り蒸し餃子　[ 2 個 ]　Steamed Shrimp Dumplings [ 2pieces ] ・・・・・￥500
35. 大根餅　[ 2 枚 ]　Pan Fried Rice Cake with Radish [ 2pieces ] ・・・・・・・・・・・・・￥500

38. タピオカココナッツミルク〈フルーツ入り〉　Coconuts Milk ・・・・・・・・￥500
37. アンニン豆腐　Cold Almond Jelly ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥500

36. マンゴープリン　Mango Pudding ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥650

デザート -Dessert-

点心 -Dumplings-
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