お持ち帰りメニュー

桂木店

プラス 250 円（税込 270 円）で、「大盛りプレート」ご用意できます。 約 1.5 倍が入りお得です！（丼のみ）

丼

普通サイズ （220g） ミニサイズ （160g） ※グラム数はライス量です。

中華丼

エビチリ卵丼

バラ焼き丼

ムールースー丼

普通 ： 800円 ミニ ： 580円 普通 ： 870円 ミニ ： 670円 普通 ： 780円 ミニ ： 550円 普通 ： 770円 ミニ ： 570円
（税込 864 円）

（税込 626 円）

（税込 940 円）

（税込 724 円）

（税込 842 円）

（税込 594 円）

四川麻婆丼

回鍋肉丼

普通 ： 780円 ミニ ： 570円

普通 ： 830円 ミニ ： 620円

普通 ： 770円 ミニ ： 570円

（税込 842 円） （税込 616 円）

（税込 896 円） （税込 670 円）

（税込 832 円） （税込 616 円）

塩に醤油に具財にこだわった自慢の一品です。
プラス 150 円（税込 162 円）で大盛に出来ます。

740円（税込 799円）

五目炒飯

中華弁当

お料理 ・ ライス ・ 餃子２個 ・ おしんこ
※ライス大盛無料 お料理は単品とほぼ同じ量

焼きそば

（税込 616 円）

ひき肉あんかけ丼

麻婆丼

炒飯

（税込 832 円）

（ ※ 生卵が付きます）

普通 ： 750 円
（税込 810 円）

パリパリに揚げた自家製麺に、五目
あんかけをかけた人気メニューです

五目かた焼きそば

830円 （税込 896円）

お持ち帰り担々麺

甘口・中辛・辛口・大辛・激辛

［辛さをお選びください］
※激辛はプラス 54 円 ( 税込 )

お持ち帰り担々麺

630円 （税込 680 円）
お持ち帰り担々麺
回鍋肉弁当
ムールース弁当
ユウリンチ弁当
麻婆豆腐弁当
バラ焼き弁当

デザート

（中サイズ）

野菜炒め弁当
エビチリ卵弁当
全て

820円 （税込 886 円）

杏仁豆腐（小）
杏仁豆腐（中）

600円 （税込 648 円）
コンビニ等でもお馴染みの、ご家庭の電子レンジで温めて頂く「レンチン」
タイプのラーメンです。広州の担々麺の風味を出せるよう、研究を重ね
ました。ぜひお試しください。（消費期限：冷蔵保存で１日です）

300円（税込 324円)
580円（税込 626 円)

マンゴープリン

300円（税込 324 円)

※平日ランチは杏仁豆腐（小）が半額！（※お弁当や炒飯のご購入の方に限ります。お１人につき１個とさせて頂きます。）

桂木店限定のお持ち帰りメニューです。いつもの広州の味をご家庭でお気軽に！
※ ご予約から受取りまでお時間がかかる場合がございます。 お持ち帰りパックはレンジアップ未対応の物もございます。
詳しくはお問い合わせください。 賞味期限は基本的に当日迄となっております。 お早めにお召し上がりくださいませ。

点心
点心

点心

点心

人気

人気

人気

１位

点心人気第１位。 ニンニク不使用の優しい味。
お子様や年配の方にも大人気です。

2位

点心人気第２位。オーブントースターで焼くと皮が
パリパリになり、より美味しくお召し上がり頂けます。

480円（税込518円） 春巻き（3ケ）

焼き餃子（6ケ）

3位

点心人気第３位。県産豚の肩ロースとエビを
使い、ジューシーで食べ応えのある焼売です。

480円（税込518円） 焼 売（3ケ）

480円（税込518円）

御料理

トウチを使った本格仕立ての麻婆豆腐です。四川麻婆は
甜麺醤と四川山椒を使い、辛さとコクをアップしました。

麻婆豆腐
四川麻婆豆腐

人気のユウリンチ。鶏の唐揚げ特製ソースは、甘さと酸味
が、おつまみにもおかずにもピッタリです。

700円（税込756円） ユウリンチ（小）
800円（税込864円） ユウリンチ（大）

トマトとリンゴを煮詰めて作る、広州こだわりのエビチリです。

680円（税込734円） エビチリ（小）
1,250円（税込 1,350円） エビチリ（大）

830円（税込 896円）
1,600円（税込1,728円）

円）
ふわっと炒めた卵と、豚肉、キクラゲの炒め物です。キクラゲ
の食感がクセになる、広州の人気メニューです。

マンゴーを使ったフルーティーなオリジナルソースが決め手の
エビマヨです。

エビマヨ（小）
エビマヨ（大）

830円（税込 896円） ムールースー
1,600円（税込1,728円）
700円 （税込756円）

野菜炒め

ライス
ミニサラダ
ザーサイ
搾菜の漬物

170円（税込 184 円)

680円（税込734 円）

広州バラ焼き（単品）

オードブル

橋本店では色々なご予約弁当、プレート
料理等扱っております。お問合せ下さい。
【広州ホームページ】

http://ko-syu.net/

200円 （税込216円)
250円（税込270円)

700円（税込756円）

700円（税込756円） 回鍋肉

人気メニューの盛り合わせ！

サイドメニュー

ご飯がすすむ人気の回鍋肉は、４種類の中国味噌
から作った自家製甜麺醤が自慢です。

冷めても美味しいオードブル。
橋本店にて承っております。

広州

青森

検索

ht t p://ko- syu .n e t/

麺点飯

お問合せ ・ ご予約は

TEL / FAX

017-722-1423

〒030-0844
青森市桂木３-２４-１６

桂木店 【受取時間】 11:00 ～ 14:30 17:00 ～ 20:00 【定休日】 月曜日（祝日の場合翌火曜日）

■ アレルギーや料理の変更、
ご予算に応じたお弁当・オードブル・折詰のご注文など、
できる限り対応させて頂きます。
お気軽にご相談ください。
■ お品物は店舗でのお受取となります
（営業時間内）
。 ■ 橋本店のオードブル・弁当・プレートを桂木店でも受け取れます (※時間指定あり )
■ お弁当、
オードブル、
折詰 ご予算に応じてお作り致します。
お気軽にご相談ください。

