
ディナーコース
DINNER COURSE

10,000円

春の中華前菜盛り合わせ

華都名物翡翠湯  フカヒレ入りアボカドスープ

フカヒレと春筍の春巻  カラスミ添え

和牛の中華風黒胡椒炒め  インカのめざめチップス

黒炒飯  もしくは  担々麺

デザート

Assorted appetizers

Avocado soup with shark �n&crab meat

Spring rolls of Bamboo sprout and shark �n with Botargo

Stir-fried beef and with black pepper

Fried rice with Chinese black soy sauce  or  Dandan noodles

Dessert

桂　花

＊プラス3,000円にて「ふかひれの姿煮込み」追加できます。



15,000円

春の中華前菜盛り合わせ

華都名物翡翠湯  フカヒレ入りアボカドスープ

フカヒレと春筍の春巻  カラスミ添え

馬家のフカヒレの姿煮込み

和牛もも肉の中華風黒胡椒炒め  インカのめざめチップス

高山豆苗のにんにく炒め

〆 お好きなのをお選びください

デザート

Assorted appetizers

Avocado soup with shark �n&crab meat

Spring rolls of Bamboo sprout and shark �n with Botargo

Stewed shark fin of Ma family

Stir-fried beef and with black pepper

Fried rice with Chinese black soy sauce

Choose what you like

Dessert

18,000円

春の中華前菜盛り合わせ

華都名物翡翠湯  フカヒレ入りアボカドスープ

フカヒレと春筍の春巻  カラスミ添え

馬家のフカヒレと国産鮑の煮込み 金箔と共に

和牛もも肉の中華風黒胡椒炒め  インカのめざめチップス

高山豆苗のにんにく炒め

〆 お好きなのをお選びください

デザート

Assorted appetizers

Avocado soup with shark �n&crab meat

Spring rolls of Bamboo sprout and shark �n with Botargo

Stewed shark fin and Stewed abalone of Ma family

Stir-fried beef and with black pepper

Fried rice with Chinese black soy sauce

Choose what you like

Dessert

牡　丹

睡　蓮



1. 三種前菜の盛り合わせ

2. パクチーサラダ

3. 干豆腐のサラダ

4. 鮮魚の中華風サラダ仕立て

5. 白菜の甘酢漬け

6. ピータン豆腐

7. 大連産 クラゲ

8. よだれ鶏 ピリ辛ソース

Assorted 3 types of appetizers

Coriander salad

Dried tofu salad

Chinese style fresh �sh salad

Sweet and sour pickled Chinese cabbage

Century egg topped with tofu

Dalian jelly�sh

Steamed chicken with spicy sauce

2,200円

1,600円

2,200円

2,500円

1,500円

1,800円

2,000円

2,300円

9.  蒸し鶏の塩ねぎソース

10. 棒棒鶏（バンバンジー）

11. 自家製チャーシュー

12. 蒸し茄子のピリ辛ソース

13. 蒸し豚バラ肉 にんにく醤油

14. イカの湯引き ねぎソース

15. 和牛のたたき 紅油ソース

Steamed chicken with salted green onion sauce

Steamed chicken with sesame sauce

Homemade roasted pork

Steamed eggplant with spicy sauce

Steamed pork belly with garlic soy sauce

Boiled squid with green onion sauce

Wagyu roast beef with chili oil sauce

2,300円

2,300円

2,500円

1,600円

2,000円

2,200円

3,000円

16. 華都特製
　  フカヒレとアボカドのスープ

17. コーンスープ
Avocado soup with shark �n

Corn soup

1,800円

900円

18. 季節のスープ

19. 馬家の特製薬膳蒸しスープ

20. 酸辣湯

Seasonal soup

Homemade Chinese medicinal soup

Hot and sour soup

1,300円

2,000円

1,300円

Appetizer前菜

湯スープ Soup

ディナー アラカルト
DINNER A LA CARTE

1cup

1cup

1cup

1cup

1cup

北京ダック

24. 馬家の大フカヒレ姿煮込み

Peking duck

Stewed shark �n of Ma family

14,000円
7,000円
1,200円

13,000円

25. 華都名物 春餅 中華風クレープ

26. 牛もも肉の黒みそ炒めクレープ添え

Chinese-style crepe rolls with
vegetables and meat

Stir-fried beef round with
black miso with crepe

3,000円

2,800円

特選素材 Special Material Crepeクレープ料理
21. 1羽（12本）

22. 半羽（6本）

23. （1本）
（2本より承ります）



27. 海老のチリソース

28. 大海老のマヨネーズソース

29. 大海老のガーリックチップ炒め

30. 大海老の辛子炒め

31. モンゴウイカとシソの炒め物

Stir-fried shrimp chili sauce

Stir-fried prawn with mayonnaise sauce

Stir-fried prawn with garlic chips

Stir-fried prawn and chili

Stir-fried squid and perilla

2,600円

3,000円

3,200円

3,200円

3,000円

32. ズワイ蟹とグリーンアスパラの
　  中華風メレンゲ炒め 

33. ホタテのフリッター 貝柱の白餡掛け

34. 国産蒸し鮑 芝麻ソース

35. 本日の鮮魚の蒸し物

Stir-fried crab and egg white

Chinese-style fried scallops with
adductor muscle extract sauce

Domestic steamed abalone with sesame sauce

Steamed fresh �sh of the day

3,200円

3,600円

5,000円

6,000円～

Seafood海鮮

2,400円

2,200円

2,200円

2,500円

2,000円

2,600円

45. 麻婆豆腐

46. 長芋のブラックビーンズ炒め

47. 季節野菜のにんにく炒め

Mabo tofu

Stir-fried long potatoes with black beans

Stir-fried seasonal vegetables with garlic

48. 麻婆茄子

49. 季節野菜と豆腐のオイスター煮込み

50. 白菜と貝柱の煮込み

Spicy stir-fried eggplant and minced meat

Stewed seasonal vegetables and tofu in oyster sauce

Stewed Chinese cabbage and dried scallops

Vegetable / Tofu野菜・豆腐

＊事前のご注文にて承ります

36. 鶏のカシューナッツ炒め

37. 鶏の唐揚げ 黒酢ソース

38. 豚肉の甜麺醤炒め（ホイコウロウ）

39. 茄子と豚肉の四川炒め

40. 岩中豚の八角煮込み
　　蒸しパン添え

Stir-fried chicken cashew nuts

Deep-fried chicken with black vinegar sauce

Stir-fried pork tianmian sauce

Spicy stir-fried eggplant and pork

Stewed pork belly in soy sauce with steamed bread

2,200円

2,500円

2,500円

2,500円

3,000円

41. 豚ヒレ肉と新玉ねぎの
　　鎮江黒酢の酢豚

42. 牛肉とピーマンの炒め物（チンジャオロース）

43. 牛肉と春野菜のオイスターソース

44. 特選牛ヒレ肉のステーキ
　　ブラックビーンズソース

Stir-fried pork tenderloin with 
sweet and sour black vineger

Stir-fried beef and green pepper

Stir-fried beef and vegetable with oyster sauce

Special beef �llet steak with black bean sauce

3,500円

2,800円

3,600円

5,000円

Meat肉料理



51. 担々麺

53. 酸辣湯麺（スーラータン）

55. ニラそば

57. ザーサイと豚肉のスープそば

Dandan noodles

Hot and sour soup noodles

Chinese chives and 
minced meat with miso noodles

Szechwan pickles and
pork noodles

2,200円
1,000円

2,000円
1,000円

1,800円
1,000円

1,800円
1,000円

59. チャーシュー麺

61. 上海風焼きそば

63. 白湯鶏麺（鶏の土鍋煮込みそば）

64. フカヒレの胸ビレ姿煮込みそば

Char-siu pork noodles

Shanghai style fried noodles

Slow-cooked chicken broth noodles

Shark �n on the chest noodles

2,000円
1,500円

2,000円
1,000円

2,600円

3,000円

Noodle麺

52. ハーフ

54. ハーフ

56. ハーフ

58. ハーフ

60. ハーフ

62. ハーフ

70. 小龍包

71. 五目春巻

72. 季節の春巻

73. 鶏なんこつとシソのもち米焼売

74. 海老と大葉の焼売

Xiaolongbao

Gomoku spring rolls

Seasonal spring rolls

Glutinous rice dumplings with
chicken and perilla

Shumai of shrimp and perilla

1,500円

800円

900円

700円

900円

Dim Sum点心
4p

2p

2p

2p

2p

600円

800円

400円

2p

1p

500円

800円

700円

4p

2p

4p

6p

6p

75. 貝柱入り焼売

76. 揚げパンのチャーシューサンド

77. 揚げワンタン

78. 四川風水餃子

79. 焼餃子

Shumai with dried scallops

Fried bread char siu sand

Fried wonton

Sichuan Feng Shui dumplings

Grilled dumplings “GYOZA”

1,200円

900円

1,200円

1,500円

1,800円

65. 五目チャーハン

67. XO 醤チャーハン
Gomoku fried rice

Fried rice with XO sauce

1,800円
1,000円

2,000円

68. 中国黒醤油チャーハン

69. 上湯スープかけチャーハン
Fried rice with Chinese black soy sauce

Fried rice with Chinese clear soup

2,000円

2,200円

Rice飯

66. ハーフ

80. 餡入りゴマ団子

81. 杏仁豆腐

82. エッグタルト

Sesame dumplings with red bean paste

Homemade almond Jelly

Egg tart

83. 本日のアイスクリーム

84. 季節のデザート

85. 自家製マンゴープリン

Today's ice cream

Seasonal dessert

Homemade mango pudding

Dim Sum甜点心


