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Chen Mapo tofu
魯肉飯

チンマーボー豆腐

陳麻婆豆腐 ７５０円

Chen Mapo tofu

辛味選択 ５０円より

塩味 中辛 大辛 激辛

陳麻婆豆腐（スパイスたっぷり）

Chinese Food
Hong Kong Bar 香

港
酒
場

鶏肉の辛し炒め

辣子鶏丁 ５５０円

Fred chicken hot＆spicy

豚足とろとろ煮

紅焼豚蹄 ６３０円

Red roasted pork hoof

ルーローファン（煮豚丼）

魯肉飯 ２５０円

おつまみ単品 450円
Minced pork rice

何杯でも食べれるやみつきの一品!!

よだれ鶏（骨付き蒸し鶏）

口水鶏 ６８０円

steamed chicken＆Chili Oil

手づくりのおいしさをご提供!!（少々お時間頂きます）

焼売
小龍包

餃子

焼きギョウザ

煎餃子 ４５０円

Grilled dumplings

水ギョウザ

水餃 ４５０円

boiled gyoza

ショウロンポウ

小龍包 ６５０円

Dumplings

シュウマイ

焼売（３個） ３６０円

焼売（５個） ５９０円

Steamed meat dumpling
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沙律蝦球

韮菜炒猪肝 

オムてん（中津川懐かしい一品）

えびチリ（有頭大海老使用）

干焼大蝦 1200円
Fried Large shrimp with chili souce

えびマヨ（有頭大海老使用）

沙律大蝦 1200円
Fried Large shrimp with mayonnaise

ユーリンチー（甘酸っぱい特製だれ）

油淋鶏 ８５０円

ハーフ ５５０円
oil-dripped chicken

あさりの辛し炒め

辣炒蛤蜊 ５５０円
Fried clams mustard

鶏の唐揚

炸鶏块（３個） ４５０円

炸鶏块（５個） ６８０円
eep-fried chicken

チンジャオロース

青椒肉絲 ５５０円
Chinese-style stir-fry 

containing green peppers 

ホルモンやわらか煮

炒肥腸 ５６０円
Pig intestines grilled

牡蛎ブラックペッパー焼き

黒胡椒焼蛤蜊 ７５０円
Oysters of black pepper grilled

川エビのｻｸｻｸ揚げ

炸脆河蝦 ４８０円
River shrimp fried

中華角煮

紅焼肉 ７５０円
Boiled pork

黒酢豚（深みのある黒酢）

古老肉 ６５０円
sweet and sour pork

ﾏｰﾎﾞｰ春雨

麻婆粉条 ４８０円
Mabo vermicelli

オイスター春雨

紅焼粉条 ４５０円
Oyster vermicelliｽﾀﾐﾅ激辛鍋（豚肉とたっぷり野菜）

激辛鍋 ７５０円
Spicy pot

辛味選択 ５０円より

中辛 大辛 激辛

トッピング： らーめん １５０円

あんかけ天津（あんかけふわトロ玉子）

天津帽 ４８０円
thick starchy sauce Omelet

ニラたま

韮菜煎鶏蛋 ４５０円
Leek ball grilled

中華料理であれば他の玉子料理も

頼んでみたら作れるかも!!

ニラレﾊﾞｰ炒め（ｵｲｽﾀｰ味）（うま塩味）

韮菜炒猪肝 ４８０円
Stir-fried Pork Liver and Garlic Chives

もやしの香醋炒め（ニラもやし炒め）

老醋豆芽 ４２０円
Fried bean vegetables

野菜炒め

青炒野菜 ５２０円
Fried vegetables



ドレッシング

胡麻

和風

中華
お選び下さい

味噌焼きチャーシュー

醤煎叉焼 ６５０円

Miso grilled roasted pork fillet

ローストレバー（胡麻塩だれ）

煮豚肝 ４５０円

Lever roast

揚げたてﾋﾟｰﾅｯﾂ

炸花生米 ３２０円

Fried peanuts

白菜キムチ

辣白菜 ３５０円
Chinese cabbage kimchi

おつまみザーサイ

搾菜 ３５０円
Cibona

味付き豚足（半身）

醤豚蹄 ３８０円
Flavored pig foot

チーズ春巻き

奶酪春卷 ３８０円
Spring rolls of cheese

中国豆腐よう

腐乳 ３００円
Fermented bean curd

野菜サラダ

蔬菜沙拉 ４８０円
vegetable salad

ばりばりサラダ

脆面条蔬菜沙拉 ５５０円
Crispy noodles vegetable salad

バンバンチーサラダ

棒々鶏蔬菜沙拉 ６９０円
Szechuan dish of chicken 

in a spicy sauce vegetable salad

春雨ときくらげサラダ

粉条拌木耳 ３８０円
Vermicelli and fungus

サンラータン

酸辣湯 ５８０円
Hot and sour soup

たまごスープ

鶏蛋湯 ３５０円
Egg soup

ワンタンスープ

饂飩湯 ５５０円
shrimp wonton soup 

あんにんとうふ（自家製）

杏仁豆腐 ２５０円
almond jelly-like 

栗きんとんアイス（自家製）

栗子冰淇淋 ３２０円
chestnut ice cream

手づくりシリーズ

子袋のピリ辛和え

冷拌子袋 ４２０円

Spicy Child bag

中華風塩キャベツ

冷拌大头菜 ３８０円

Chinese style Salt cabbage

カチ割りきゅうり

冷拌黄瓜 ３５０円

Refreshing taste Cucumber

中華肉味噌豆腐

肉醤拌豆腐 ４５０円

Meat miso tofu

コリコリ砂肝あえ

冷拌鶏胗 ４５０円
Seasoned gizzard



変更

ねり胡麻マー油麺

芝麻醤麻油麺 ８８０円
sesame paste hempseed oil ramen

冷やし中華（年中提供）

大蝦冷麺 ７９０円
chilled Chinese noodles

練
り
胡
麻

マ
ー
油
麺

大海老うま塩麺（大海老２本）

大蝦塩麺 １１００円
lobster Salt ramen

う
ま
塩
麺

大
海
老

サッポロ味噌ラーメン（野菜たっぷり）

札幌大醤拉麺 ７５０円
Sapporo Miso Ramen plenty of vegetables

五目らーめん（野菜の種類が豊富）

五目麺 ７５０円
Starchy Sauce Ramen

焦がし醤油らーめん

香味醤油拉麺 ５８０円
soy source ramen

特製台湾らーめん

台湾拉麺 ６５０円
Spicy meat minced ramen

辛味選択 ５０円より

中辛 大辛 激辛

中華飯

中華什錦蓋飯 ７９０円
Starchy Sauce Rice Bowl

天津飯

蛋餅蓋飯 ６５０円
Tianjin-style Crab Omelet Rice

オムてん（中津川懐かしい一品）

オムてん ６９０円
Nostalgic cuisine

味噌チャーシュー飯

醤煎叉焼飯 ７９０円
roasted pork fillet a china bowl

五目焼きそば（野菜たっぷり）

五目炒麺 ７５０円
subgum chow mein

両面焼きそば

両面煎麺 ６５０円
Both sides Fried noodles

チャーハン

炒飯 ４５０円
Fried rice

にんにくチャーハン

蒜蓉炒飯 ５２０円
garlic Fried rice

キムチチャーハン

辣白菜炒飯 ５２０円
Chinese cabbage kimchi

Fried rice

あんかけ炒飯

勾芡盖浇炒飯 ６５０円

fried rice with sauce on top 

チャー＾シュー炒飯

叉焼炒飯 ７５０円
Or grilled Fried rice

ごはん

米飯 １８０円
rice

ごはん大

米飯大碗 ２５０円
Rice University

中華スープ

大骨湯 ５０円
Chinese soup



午 餐
日替り定食８５０円（税別）

平日11：00～14：00

Chinese Food
Hong Kong Bar

lanch
香港酒場

月曜日 らーめん定食（台湾／醤油）
から揚げ、サラダ、漬物、ごはん、デザート

火曜日 鶏丼定食
小らーめん（台湾／醤油）サラダ、漬物、デザート

木曜日 陳麻婆豆腐定食
棒々鶏サラダ、日替りスープ、漬物、ごはん、デザート

金曜日 五目焼きそば定食
春巻き、日替りスープ、漬物、ごはん、デザート

土曜日 唐揚げ定食
小らーめん（台湾／醤油）日替りスープ、漬物、ごはん、デザート

日曜日 オム天定食
日替りスープ、漬物、デザート

水曜日定休日
振替の場合は曜日前後いたします。


