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〜 食から始まる幸せを 〜
楽しかった！満足！！幸せ！！ という
気持ちになって頂けるような
お店づくりを目指していきたいと思います。
お気軽に、美味しい中華料理をお楽しみください。

麺・点・飯

桂木店

TEL

017-722-1423

〒030-0844 青森市桂木３丁目２４-１６
【営業時間】 11:00 ～ 14:30 17:00 ～ 20:00（L.O）

【定休日】 月曜日（祝日の場合翌火曜日）

タンタンメン

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。

坦々麺

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

830 円（税込 913 円）

中サイズ
（2/3）

750 円（税込 825 円）

（ミニ）
サイズ

530 円（税込 583 円）

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

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。
少な目にすることも出来ます。

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。

スーラータンメン

酸辣湯麺
820 円（税込 902 円）
中サイズ
（2/3）
740 円（税込 814 円）
麺 大盛り

マーボーメン

麻婆麺 820 円（税込 902 円）

四川麻婆麺 870 円（税込 957 円）※中辛・辛口からお選びください。

プラス 150円（税込 165円）

タンメン

五目ラーメン
850円（税込 935 円）

麺 少な目 （2/3 サイズ）

820円（税込 902円）

塩味で野菜たっぷりのヘルシーなラーメンです

ネギラーメン

800円（税込 880円）

チャーシュー麺（４枚）
醤油ラーメン
塩ラーメン
お子様ラーメン

880円（税込 968円）
650円（税込 715円）
650円（税込 715円）
360円（税込396円）

辛口ネギラーメンも出来ます（無料）

55 円引 （税込）

五目かた焼きそば

850 円（税込 935 円）

麺類と一緒のご注文で、ミニサラダが付きます♪
チャーハン
120円 （税込 132円） （中）
半ライス
170円 （税込 187円）
ライス
円（税込 682 円）
400円 （税込 440円）
ミニ餃子ライスセット

620

麺 ・ 飯大盛り

プラス 150円（税込 165円）

飯

チャーハン

五目炒飯

55 円引 （税込）

麺 ・ 飯少な目（2/3 サイズ）

広州 バラ焼き丼

740 円（税込 814 円）

800 円（税込 880 円）

挽肉ご飯（卵黄のせ）

中華丼

820 円（税込 902 円）

750 円（税込 825 円）
マーボー

麻婆丼

800 円（税込 880 円）

海老チリ卵丼

四川麻婆丼 850 円

870 円（税込 957 円）

（税込 935 円）

（四川麻婆丼は、中辛 ・ 辛口お選び頂けます）

お得なセットメニュー

セットメニューの丼やラーメンは、165 円（税込）
でワンランクサイズアップできます。

笑顔「満点」セット
1,250円

（中）チャーハンセット

（中）海老チリ卵丼 ・ ミニ担々麺 ・ サラダに
杏仁豆腐が付いた、大変お得で人気のセットです！

＋（中）坦々麺
＋ミニ担々麺
＋（中）ラーメン

1,250円（税込 1,375円）
1,050円（税込 1,155円）
1,030円（税込 1,133円）

（中）麻婆丼セット
＋ミニラーメン
＋ミニ担々麺

（中）バラ焼き丼セット
＋ミニラーメン
＋ミニ担々麺

（中）中華丼セット
＋ミニラーメン
＋ミニ担々麺

900円 （税込 990円）
1,100円（税込 1,210円）
900円 （税込 990円）
1,100円（税込 1,210円）
950円（税込 1,045円）
1,150円（税込 1,265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！

ユウリンチ

定食

油淋鶏定食

950 円（税込 1,045 円）

油淋鶏（小）定食

定食

820 円（税込 902 円）

人気

１位

鶏の唐揚げに特製の香味ダレをかけた
ご飯が進む人気メニューです
（サラダ付き）
。
ホイコーロー

回鍋肉定食

860円（税込 946円） ムールース定食

860円 （税込 946円）

マーボードウフ

830円 （税込 913円） エビチリ定食

930円（税込 1,023円）

880円（税込 968円） 餃子定食（６個）

770円 （税込 847円）
950円（税込 1,045円）

豚肉、きくらげ、卵の炒め

麻婆豆腐定食
※辛さ調節できます。

四川麻婆豆腐定食

※中辛、辛口からお選びください。（中辛でも辛いです）

野菜炒め定食

800円（税込 880円）

（９個）

《※人気の餃子にミニラーメンが付いてお得です♪》

お得！プラス料金で、定食のスープをミニラーメンに変更できます！
スープ→ ミニラーメン 340円（税込 374円）

スープ→ ミニ担々麺 480円（税込 528円）

気！

人
桂木店限定！大

※写真はメインの中華料理がホイコーローの場合

メインの料理をお選びください
◎エビのチリソース（卵入り）
◎ホイコーロー
◎ユウリンチ
◎麻婆豆腐

＋
◇ ライス
◇ スープ
◇ サラダ
円（税込 1,045 円） ◇ 春巻き（一本）
ミニデザート
◇ 小鉢
サラダ、春巻き、ミニデザートも付いた、お得な定食です。
タピオカ入りで優しい
◇ ミニデザート 甘さの冷たいお汁粉です

夜定食（夜限定）950

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！

点心
焼き餃子（６個）

春巻き（３本）

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。

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。

焼き餃子（６個）
春巻き（３本）
麻辣水餃子（６個）

480円 （税込 528円）
480円 （税込 528円）
480円 （税込 528円）

（※ピリ辛のタレが付いてきます。タレ無しも可能です）

小籠包（３個）
焼売（３個）
海老餃子（４個）

480円 （税込 528円）
480円 （税込 528円）
510円 （税込 561 円）

単品料理
エビチリ

麻婆豆腐
四川麻婆豆腐

700円 （税込 770円）
800円 （税込 880円）

※中辛、辛口からお選びください。（中辛でも辛いです）

エビマヨ
エビチリ
ユウリンチ
ムールース
回鍋肉
野菜炒め
バラ焼き
ミニサラダ

830円（税込 913 円）
830円（税込 913 円）
680円（税込 748円）
700円（税込 770円）
750円（税込 825円）
700円（税込 770円）
680円（税込 748円）
250円（税込 275円）

ムールース

回鍋肉

スイーツ

広州自家製のこだわりスイーツ！ ぜひお楽しみください！

杏仁豆腐
口溶け滑らかでさっぱりとした、杏仁豆腐です。
（大）サイズはどんぶりでのご提供です。ＳＮＳ映え間違いなし♪

（小） ※１人前
300円 （税込 330円）
（中） ※２～３人前 580円（税込 638 円）
（大） ※４～５人前 780円（税込 858 円）
濃厚で甘酸っぱく、
爽やかな味わいが
人気！自家製の
マンゴープリンです。

マンゴープリン

300円 （税込 330円）

伝統製法で作った甜桃糖
（テンハットウ）です。
素朴で優しい甘味で、
どこか懐かしい味わいに、
リピーター続出です！
ぜひお試しくださいませ。

クルミの飴焚き（50ｇ）

232円（税込 255 円）

お持ち帰りは、250円（税込）です。レジ前でも販売中です。

お飲物
瓶ビール ※キリン・アサヒ
紹興酒（㎖） ※そのまま・熱燗
キリンフリー
※コーラ・100％りんごジュース
ジュース

530円（税込 583円）
550円（税込 605円）
370円（税込 407円）
250円（税込 275円）

紹興酒

各種ご予約お待ちしております
お持ち帰り・中華弁当・中華オードブル・宴会
（橋本店のみ）
入口にてチラシをご用意しております。お届けやお値段のご要望も承っております。
〜気軽に美味しい中華料理を〜

