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蒸し物   Steamed Food

焼　　売　　　　　　シュウマイ(4個）　　　　　　   Chinese Dumpling(4Piece)

海老餃子　　　　　　海老蒸し餃子(4個）　　　　　　Steamed Shrimp Dumpling  (4Piece)

韮 餃 子　　　　　　ニラ餃子(4個）　　　　　　　　Chinese Chive Dumplings (4Piece)

小 籠 包　　　　　　小籠包(4個）　　　　　　　　　Soup Dumplings (4Piece)

鳳　　瓜　　　　　　鶏爪の蒸し物　　　　　　　　Steamed Chicken Claw

排      骨　　　　　　豚スペアリブの蒸し物　　　　　Steamed Pork Spare Rids

牛 排 骨　　　　　　牛スペアリブの蒸し物　　　　　Steamed Beef Spare Rids

牛　　肚 　　　　　ハチノスのピリ辛蒸し　　　　　Spicy Steamed Beef Tripe

腐皮虲仁巻　　　　　海老の湯葉巻き揚げ(4個）　　　Deep fried Minced Roll and Shrimp（4Piece)

開胃小菜　　　　　　前　菜　　　　　　　　　　　　Starters

例　湯　　　　　　　スープ　　　　　　　　　　　　Soup

辛味炸魚　　　　　　魚のスパイシーパウダーかけ　　Fish Spicy Powder

特製醤油佐鮮燙烏賊　　烏賊の湯引き特製醤油ソース　　　Squid Hot water Special Soy Sauce

下記のメニューよりお好みのお料理をお選び頂けます。
Please choose dishese from bottom menu.

＊残ったお料理の持ち帰りはご遠慮いただいております。
＊食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申しつけください。　
＊上記料金に別途、サービス料10％および消費税を加算させていただきます。
＊食材の仕入れにより、料理の一部が変更する場合が御座います。
＊Please do not take the remaining dishes home
＊Should you have any food allergies or special dietary requirements please inform your server.　
＊All prices are subject to 10% service charge and consumption tax.
＊Some of the dishes may change due to the purchase of ingredients.
＊不要把剩下的碗碟带回家
＊如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊上述價格均需附加10％的服務費和消費稅
＊根据食材的购买，某些菜肴可能会改变。

※上記の4品のスタートメニューから提供致します。
※We will provide from the start menu of the above 4 items.

下の2品の中から1品を選んでください（A又はB）
Please choose 1 main dish from 2 dishes below (A or B)

A）豉油麺　　 もやしと黄韮の和えそば　　　　 Soba with Bean Sprouts and nira
B ）炒   飯　 　チャーハン　　                                   Fried Rice



焼き物      Grilled Dishes

大根餅                      大根もち（2枚）                       Radish Rice Cake (2Piece)

葱油餅                      葱風味の焼きパイ                    Grilled Pie with Green Onions

揚げ物      Fried Food

春   巻                      春巻き（2本）                         Deep Fried Spring Roll（4Piece)

炸鶏                         鶏のから揚げ(4個）                  Deep Fried Chicken（4Piece)

麺・飯・炒め  Noodles・Rice・Stir Fry

青菜粉絲                   青菜の炒め               　　        Stir-Fried Greens and Vermicelli

饅   頭      Bun

叉焼包                      チャーシューまん（1個）          Roasted BBQ Pork Bun（1Piece)

奶皇包                      カスタードまん（1個）             Steamed Bun Filled with Custard（1Piece)

豆沙包                      あんまん（1個）                      An Bun

デザート   Dessert

杏仁豆腐                   杏仁豆腐（1個）                      Almond Jelly with Fruits

芒果布丁                   マンゴープリン（1個）             Mango Pudding

椰汁西米                   タピオカ入りココナッツミルク（1個）  Coconut Milk with Tapioca

芝 麻 球                   ゴマ団子（1個）                     Deep Fried Sesame Ball (1Piece)

＊残ったお料理の持ち帰りはご遠慮いただいております。
＊食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申しつけください。　
＊上記料金に別途、サービス料10％および消費税を加算させていただきます。
＊食材の仕入れにより、料理の一部が変更する場合が御座います。
＊Please do not take the remaining dishes home
＊Should you have any food allergies or special dietary requirements please inform your server.　
＊All prices are subject to 10% service charge and consumption tax.
＊Some of the dishes may change due to the purchase of ingredients.
＊不要把剩下的碗碟带回家
＊如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊上述價格均需附加10％的服務費和消費稅
＊根据食材的购买，某些菜肴可能会改变。
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