
1 棒棒鶏 バンバンジー

Bon bon chicken

2 紅焼鮑翅 フカヒレの姿煮込み（お１人様１枚限定）

Stewed shark fin

3 韮黄双海 エビ、ホタテと黄ニラの塩味炒め

Stir-fried seafood and yellow chive

4 宮保牛排 牛サーロインの赤唐辛子炒め

Stir-fried spicy beef sirloin

5 黒椒牛排 牛サーロインの黒胡椒炒め

Stir-fried beef sirloin with black pepper

6 青椒牛肉 牛肉とピーマンの細切り炒め

Stir-fried beef and green pepper

7 濱辣鶏塊 鶏の唐揚げオリジナルスパイスパウダー和え 

Fried chicken with spicy powder

8 火鍋肉片 豚肉のしゃぶしゃぶ 火鍋仕立て

Pork shabu-shabu Hot pot flabor

9 黒菌蛋黄蝦 トリュフ入り豆乳エビマヨ

Stir-fried shrimp with soy milk  mayonnaise

                    truffle flaver
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10 口水鶏 よだれ鶏

Cold chicken with special spicy sauce

11 葱油鶏 蒸し鶏の葱ソース

Cold chicken with green onion sauce

12 海蜇皮 クラゲの冷菜

Cold jellyfish

13 姜汁茄子 ナスの生姜ソース

Eggplant ginger sauce

14 雲白肉 薄切り豚肉の辛味ソース

Steamed sliced pork with spicy garlic sauce

15 麻辣皮蛋 ピータン 麻辣ソース

Century egg

16 芽菜干絲 ヤーツァイ入り押し豆腐の冷菜

Pressed tofu cold food

17 榨菜 ザーサイ

Szechuan pickles

18 胡桃飴 ピーカンナッツの飴だき

Cooked pecan nuts candy
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19 宮保鶏丁 鶏肉の赤唐辛子炒め

Sauteed chicken with Szechwan chili pepper

20 干焼蝦仁 エビのチリソース

Shrimps in chili sauce

21 水煮牛肉 牛肉の山椒辛子煮込み

Stewed beef in super-hot Szechwan pepper sauce

22 紅油抄手 辛口茹でワンタン

Boiled jiaozi with hot seasoning

23 宮保明蝦 大海老の赤唐辛子炒め

Sauteed prawns with Szechwan chili pepper

24 陳麻婆豆腐 陳マーボドーフ

Chen's mapo doufu

25 三絲魚翅 三種入りフカヒレの醤油煮込み(お好きな数でご注文下さい)

Stewed sharks fin bits with chicken ham bambooshoots

26 干焼明蝦 大エビのチリソース

Sauteed prawns with chili sauce

27 奶油魷花 イカのミルク炒め

Stir-fried squid in milk gravy

28 XO醤魷花 イカのＸＯ醤炒め

Stir-fried xosauce of squid
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29 蕃醤扇貝 ホタテのドライトマト炒め
Stir-fried scallops with dried tomatoes

30 乾焼扇貝 ホタテのチリソース
Stir-fried scallops with chili sauce

31 芙蓉蟹 かに玉
Chinese omelette

32 沸醤魚片 白身魚の激辛麻辣煮込み
Spicy stewed fish 

33 炸子鶏 鶏の唐揚げ　ケチャップ添え
Fried chicken with ketchup

34 油淋鶏 鶏唐揚げの甘酢ソース
Fried chicken with sweet and sour dressing

35 蒜苔牛肉 牛肉とニンニクの茎の炒め
Sauteed beef with garlic stalks with doubanjiang

36 金醤牛肉 牛肉の甘味噌炒め
Stir-fried beefin sweet miso sauce

37 韮黄牛肉 牛肉と黄ニラの炒め
Stir-fried beef and yellow chive

38 螞蟻上樹 挽き肉と春雨の激辛煮込み
Stewed minced meat and vermicelli spicy sauce

39 榨菜肉絲 豚肉とザーサイの炒め
Stir-fried pork and zhacai pickles

40 黒醋真肉 真空調理豚肉の黒酢スブタ
Sweet and sour pork(Chinese vinegar flavor)

41 古老真肉 真空調理豚肉のケチャップスブタ
Sweet and sour pork(Ketchup flavor)
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42 什景鍋粑 五目おこげ

Fried rice meats and seafood

43 蕃茄鍋粑 ケチャップ風味のおこげ

44 春巻 自家製春巻き
Spring roll

45 焼売 シューマイ
Shaomai

46 糯米焼売 もち米シューマイ
Sticky rice shaomai

47 蒸包 蒸しパン
Steamed bread

48 炸包 揚げパン

Deep fried bread

49 魚香茄子 激辛マーボナス
Stewed eggplants in extra-spicy chili pepper sauce

50 干貝露笋 干し貝柱入りアスパラガスの煮込み
Stewed asuparagus with dried scallops

51 韮黄豆芽 黄ニラともやしの炒め
Sauteed yellow chive and sprout

52 干煸四季豆 インゲン豆の香り炒め
Browned string beans and ground pork

53 蛋花湯 玉子スープ
Egg soup

54 粟米湯 コーンスープ
Sweet corn soup

55 酸辣湯 サンラースープ
Hot and sour soup

fried rice ketchup flavor       
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56 担々麺 タンタンメン
Original Tan Tan noodles

57 正宗担々麺 黒酢入り汁なしタンタンメン
Szechwan Tan Tan noodles

58 火鍋湯麺 火鍋スープそば
Hot pot　noodles

59 鶏絲湯麺 鶏肉細切りスープそば
Soup noodles with shredded chicken

60 蕃茄炒麺 イタリアンドライトマトの炒め焼きそば
Chow mein with　dried tomatoes

61 什景炒麺 五目焼きそば
Chow mein

62 白魚大葉炒飯 白魚と大葉のサッパリ炒飯
Stir-fried rice with shirauo and green shiso

63 鴨脯炒飯 鴨肉入りピリ辛炒飯
Ｓｐｉｃｙ ｓtir-fried rice with duck meat

64 白飯 ごはん
Rice

65 杏仁豆腐 フルーツ入りアンニンドーフ
Chinese almond jelly with fruits

66 正宗杏仁 アンニンプリン
Chinese almond pudding

67 芒果布丁 マンゴープリン
Mango pudding

68 愛玉凍 アイギョクゼリー
Taiwanese jelly lemon flavor

69 糯米糍 ココナッツ蒸しまんじゅう

Coconut steamed manju 

70 芝麻球 ゴマ団子
Sesami ball

71 桃寿包 桃型あんまんじゅう
Chinese Manju
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