トッピング

中国
料理

エビ３匹増し（麺類でも飯類でも可能） … 132 円（税込） 山椒（花椒） …無料
チャーシュー（大 3枚）…330 円（税込） チャーシュー（小 3枚） …198 円（税込）

( 麺類 )

橋本店

お酢とラー油の入ったまろやかなとろみの付いたラー
メンです。お好みでお酢をかけてお召し上がりください。

広州人気四大拉麺
まろやかなゴマ味噌にサーサイや挽肉もやしのシャキシャキ食感。
自家製ラー油のコクと辛さ。広州一番人気のラーメンです。

もやし増し ……… ＋100 円（税込 110 円）
ザーサイ増し …… ＋30 円（税込 33 円）

タンタンメン

坦々麺

830 円（税込 913 円）

（中）サイズ（2/3）750 円（税込 825円）
530 円（税込 583円）
（ミニ）
サイズ

酸辣湯麺 820

（中）サイズ 740 円（税込 814円）
具だくさんでトロみのついたあんで作るボリューム
たっぷりのラーメンです。少な目にも出来ます。

五目ラーメン

850 円（税込 935円）

850 円（税込 935 円）

上海焼きそば

（オイスターソース味の炒め焼きそばです）

麺類と一緒のご注文でミニキャベツサラダサービス
250円（税込275円）
大ライス
170円（税込 187円）
ライス
120円（税込 132円）
半ライス
620円（税込682円）
ハーフ炒飯
400円（税込440円）
ミニ餃子付ライスセット

740 円（税込 814 円）

（中）サイズ

中華丼

バラ焼き丼

麻婆丼
四川麻婆丼（中辛 ・ 辛口）
ひき肉ご飯卵乗せ

定食

800円 （税込 880円） バラ焼き炒飯
850円 （税込 935円） 海老炒飯
750円 （税込 825円） 短角牛の角煮丼

（中辛または辛口からお選びください）

ムールースー定食
餃子定食（ミニラーメン付）
牛レバ定食（ミニ水餃子付）

820 円（税込 902円） 油淋鶏（小）定食 820 円（税込 902 円）
四川麻婆麺 870 円（税込 957円）
中辛 ・ 辛口 ・ 辛み少な目からお選びください

650円 （税込 715円）
520円（税込 572円）
380円（税込 418円）
900円（税込 990円）
880円（税込 968円）
800円（税込 880円）
800円（税込 880円）
880円（税込 968円）
650円 （税込 715円）
ドリンクはコーラ ・ カルピス
ウーロン茶からえらんでね！

タンメン

お子様ラーメ
ン
野菜たっぷり湯麺 ミニラーメン
ソフトドリンク えびせん
＋

＋

820 円（税込 902 円） 430 円（税込 473 円）

830円 （税込 913円）
900円 （税込 990円）
1,000円 （税込 1,100円）

各定食は小鉢 ・ スープ ・ おしんこ付きです。 定食のライスは、大盛り ｏｒ 1 杯目のお代わり 無料！
スープのお代わり 無料！
野菜炒め定食
800円（税込 880円）
回鍋肉定食
860円（税込 946円）
麻婆豆腐定食
830円（税込 913円）
四川麻婆豆腐定食
880円（税込 968円）

油淋鶏定食 950 円（税込 1,045 円）エビと野菜のあっさり炒め定食

麻婆麺

あっさりスープに野菜の旨味。具だく
さんですが、ヘルシーなラーメンです。

エビチリ卵丼

620 円（税込 682 円） 820 円（税込 902 円） 870 円（税込 957 円） 800 円（税込 880 円）

ユウリンチ

醤油ラーメン
（中）
辛いのがお好みの方、麻婆を四川に
出来ます（プラス税込 55 円）
（ミニ）
海老ラーメン
チャーシュー麺（大４枚）
ネギラーメン
麻婆焼きそば
辛口ネギラーメン
820 円（税込 902 円） 五目味噌ラーメン
850円（税込 935円） 塩ラーメン

55円引（税込）

飯

人気の麻婆豆腐とラーメンの相性がピッタリ。
辛さ調整できますので、お申し付けください。

こだわりの自家製麺で作る人気の炒麺。かた焼きそばの麺も
自家製です。ぜひご賞味ください。

五目焼きそば
五目かた焼きそば

円（税込 902円）

マーボーメン

辛みなし ・ 甘口 ・ 中辛 ・ 辛口 ・ 大辛 ・ 激辛 ・ 超激辛から選べます
（※激辛 プラス税込 55 円、 超激辛 プラス税込 165 円）

プラス 165円（税込） 麺 ・ 飯少な目 （2/3 サイズ）

五目炒飯

スーラータンメン

麺

麺 ・ 飯大盛り

セット

中華風海鮮湯豆腐定食

860円（税込 946円）
770円（税込 847 円）
990円（税込 1,089円）
950円（税込 1,045円）
900円（税込 990円）

※セットのご飯の量は 2/3 です。 麺 ・ ご飯のサイズ増量出来ます（プラス 税込 165 円）。
※お好みの丼を麺類と一緒にご注文すると、キャベツサラダをお付けいたします。
ミニラーメンを、ミニ担々麺に変更出来
ます。プラス 200円（税込 220円）

炒飯 ・ ユウリンチセット
炒飯 ・ 油淋鶏（小） ・ 小鉢 ・ スープ
1,080円（税込 1,188円）

炒飯 ・ 中ラーメンセット
1,000円（税込 1,100円）
（中）担々麺セット
炒飯・
炒飯 ・ 中スーラータンメンセット
（中）
挽肉丼・
担々麺セット 唐揚げセット
1,280円（税込 1,408円）
各 1,250 円
（税込 1,375 円） 1,000 円（税込 1,100 円） 炒飯 ・ 餃子セット
980円（税込 1,078円）
四川麻婆に出来ます（プラス 税込55円）
（中）エビチリ卵丼 ・ ミニ担々麺
サラダ ・ 杏仁豆腐の人気セットです

中華丼セット
＋ミニラーメン
＋ミニ担々麺

950円（税込 1,045円）
1，150円（税込 1,265円）

（中）
麻婆丼・ミニラーメン
900 円（税込 990 円） バラ焼き丼セット
笑顔「満点」セット （中）麻婆丼・ミニ担々麺 ＋ミニラーメン 900円（税込 990円）
1,250 円（税込 1,375 円） 1,100 円（税込 1,210 円） ＋ミニ担々麺 1，100円（税込 1,210円）

点心

※蒸し料理は、少々お時間がかかります。ご了承ください。

点心人気第１位。 ニンニク不使用の優しい味ですが、
ジューシーです。 お子様や年配の方にも大人気です。
( ニンニクは別添え可能です）

焼き餃子（６個）
480 円

点心人気第２位。 パリパリで香ばしい皮と、 肉と野菜
のうまみが詰まった熱々のあんがたまりません。

春巻き（３本）

480 円（税込 528 円）

（税込 528 円）

ミニ餃子
（３個）280 円（税込 308 円）
焼売（3 個）
ショウロンポウ

小籠包（3 個）
海老餃子（4 個）

（１本）160 円（税込 176 円）
マーラー

480円（税込 528円） 麻辣水餃子
480円（税込 528円）
510円（税込 561 円）

700 円（税込 770円）

バンバンジー

棒棒鶏豆腐サラダ

フルーティーなマンゴーソースを使った人気メニューです。

480円（税込 528円）

630円（税込 693円）
700円（税込 770円）
500円（税込 550円）
550円（税込 605円）
550円（税込 605円）
500円（税込 550円）
500円（税込 550円）
650円（税込 715円）
200円（税込 220円）
280円（税込 308円）

830 円（税込 913円）
1,600 円（税込 1,760円）

４種類の中国味噌から作った自家製の甜麺醤が味の決め手です。

ホイコーロー

750 円（税込 825円）

回鍋肉
よだれ鶏

エビ香港ガーリックパン粉炒め

牛レバーの炒め
チンジャオロース
鶏肉の四川風甘辛炒め
十和田短角牛の煮込み
海老の岩塩炒め

750円（税込 825円）
830円（税込 913 円）
800円（税込 880円）
950円（税込 1,045円）
850円（税込 935円）

お好みの料理と組合わせて、
定食風
にしてお召し上がりください！

スイーツ

ミニ餃子 ・ ライスセット
ミニ餃子 ・ 半ライスセット

250円（税込 275円） 大ライス
420円（税込 462円） ライス
600円（税込 660円） 半ライス

400円（税込 440円）
350円（税込 385円）

250円（税込 275円） ハーフ炒飯
620円（税込 682円）
170円（税込 187円） 卵スープ （２～３人分） 450円（税込 495円）
無料サービス
120円（税込 132円） 定食スープ

杏仁豆腐

ユウリンチ

油淋鶏（小）
油淋鶏（大）

680 円（税込 748 円）
1,250 円（税込 1,375円）

五香粉の香りを利かせた、ジューシーな唐揚げです。サラダ付き。
※サラダなしにも出来ます。（税込 100円引き）

小
（５個）
大
（８個）

700 円（税込 770 円）
1,030 円（税込 1,133円）
850円（税込 935円）
700円（税込 770 円）
700円（税込 770 円）
850円（税込 935円）
900円（税込 990円）

八宝菜
野菜炒め
ムールースー
酢豚
黒酢の酢豚

広州のスイーツはこだわりの自家製！ぜひお楽しみください！

杏仁豆腐（小） ※ １ 人分
（中） ※ ２～３人分
（大） ※ ４～５人分
マンゴープリン
クルミの飴焚き （50ｇ）

300円（税込 330円）
580円（税込 638円）
780円（税込 858円）
300円（税込 330円）
232円（税込 255円）

伝統製法で作った甜桃糖（テンハットウ）です。
素朴で優しい甘味が人気です。

お持ち帰りは、250円（税込）です。
レジ前でも販売中です。

芝麻球 （チーマーキュウ）
マンゴープリン

830 円（税込 913円）
1,600 円（税込 1,760円）

鶏の唐揚げに特製薬味ソースをかけた広州自慢のユウリンチ。
おかずにも、おつまみにも合う一品です。

鶏唐揚げ

エビとトマトのふわっと炒め

250円（税込 275円）
定食セット （ライス ・ 小鉢 ・ スープ）
ミニ餃子セット ( ミニ餃子付きのお得な定食セットです )

エビやイカ、鶏などがたっぷり入った、広州特製のサラダです。
自家製のオニオンドレッシングでお召し上がりください。

ミニサラダ
ミニ海老マヨサラダ

（中辛か辛口をお選びください）

エビマヨ
（小）
エビマヨ
（大）

トマトとリンゴを煮詰めたソースで作る、こだわりのエビチリです。

700 円（税込 770円） エビチリ
（小）
円
（税込
880円）
800
エビチリ
（大）

麻婆豆腐
四川麻婆豆腐

ライス ・ セットメニュー

サラダ
広州サラダ

※（小）は１～２人分、（大）は３～４人分です。

四川豆板醤と山椒醤、トウチを使い、コクと辛さと旨味がマッチした味わい
です。お好みでお酢をかけても美味しいです。
四川醤と自家製甜麺醤を使った四川麻婆豆腐もおススメです。

ツルツルでジューシーな水餃子です。ピリ辛なタレで
お召し上がりください
（辛いのが苦手なお客様は、タレ無しに出来ます）

中華小皿料理・ 前菜・ おつまみ
エビのサクッとレース揚げ
エビとトマトのふわっと卵炒め
蒸し鶏ネギたっぷり
イカのあっさり中華風湯引き
イカの柔らか香り揚げ
よだれ鶏（四川風ピリ辛）
棒棒鶏（バンバンジー）
エビ香港ガーリックパン粉炒め
海老せんべい
ザーサイのおしんこ

中華料理

クルミ入りの揚げ胡麻団子です。

（2 個） 260円（税込 286円）
（5 個） 600円（税込 660円）

