
菜　単
中国料理 のがみ大飯店



1 中国風刺身
薬味や中華タレを使用した中国風のお刺身 （大） 4,100円
SASHIMI with Vegetable （中） 1,700円

（小） 1,100円

2 スモークサーモンと生ハムサラダ
Vegetable salad

1,300円

3 棒々鶏 （バンバンチー）

蒸し鶏の特製胡麻ソース

Cold steamed chicken with sesame souce

1,100円

4 クラゲの酢漬け
コリコリした歯応え。

Pickled cold jellyfish

1,100円

（All prices shown are inclusive of tax.）

前 菜

（表示価格は全て消費税込みの料金です。）



5 牛ヒレ肉のホイル揚げ

Deep fried beef tenderloin ３ケ（3pieces） 1,550円
１ケ追加（addition1pieces） 550円

6

Fried shrimp with aurora sauce

1,100円

7 鶏の骨なし唐揚げ

Soft fried chicken

980円

8 鶏モモのサクサク揚げ
ネギ香味の特製ソースで

Deep fried chicken with special soy sauce

980円

9

中身は手作りで濃厚。カリカリの皮で包んだお手製春巻

Spring rolls ３本（3pieces） 950円
１本追加（addition1pieces） 330円

（テイクアウトの場合、税率が異なりますので別価格となります。）

（All prices shown are inclusive of tax.）

春　巻

（表示価格は全て消費税込みの料金です。）

炸 菜

牛ヒレ肉をホイルでじっくり蒸し揚げ

肉汁溢れる当店人気メニュー。

エビマヨ
特製オーロラソースで



10 大海老と野菜の塩炒め

Stir fried shrimp and vegetables with salt

1,450円

11 大海老のチリソース

Braised prawns with chilli sauce

1,450円

12 小海老のチリソース

Braised shrimps with chilli sauce

1,250円

13

Fried seafood and vegetables with salt

1,250円

14 チンジャオロース

Stir fried beef with green pepper

1,100円

15

肉とシーフードと彩り野菜の炒め

Sauteed pork & seafood

1,100円

16 細切り牛肉と玉ねぎの炒め

Stir fried beef and onions

1,050円

17

甘味噌で美味しい！中華の定番。ホイコ―ロー

Twice-cooked pork

1,050円

18 細切り豚肉とにんにくの茎炒め
しっかりとした歯応え。

Stir fried pork and garlic bolt

1,050円

（テイクアウトの場合、税率が異なりますので別価格となります。）

（表示価格は全て消費税込みの料金です。）

（All prices shown are inclusive of tax.）

牛肉と玉ねぎの甘みが絶品。

回鍋肉

炒 菜

大きな海老がコロッと入った中華の定番！

大海老と彩り野菜

ピリッとコクのある味わい！

彩り野菜とシ－フードの炒め

海鮮と野菜の塩炒め

当店の王道メニュー！

八宝菜



19 豚の角煮と蒸しパン（４個）
トロトロの角煮を蒸しパンに挟んでお召し上がりください

Braised pork belly and steamed bread

1,650円

20

Grilled egg with crab meat

1,180円

21

1,050円

22 カニ肉と白菜のクリーム煮

1,050円

23

950円

24 揚げ豆腐に特製薬味ダレ

950円

（テイクアウトの場合、税率が異なりますので別価格となります。）

（表示価格は全て消費税込みの料金です。）

（All prices shown are inclusive of tax.）

Fried bean curd (mapo tofu)

溜 菜

Sweet sour pork

カニ玉
特製ソースを掛けて

酢　豚
揚げた豚肉と野菜にたっぷり甘酢を掛けた一品

麻婆豆腐
辛さ控え目に。日本風にアレンジ

Fried bean curd with soy sauce

Cabbage cream sauce with crab meat



25 フカヒレ入り汁そば

Noodles soup with shark's fin

1,100円

26 ボタ山担々麺

Noodles sichuan style(black)

1,050円

27

Noodles soup with seafood /salt taste

990円

28

海鮮いっぱいの塩味海の幸入り焼きそば

Fried noodles with seafood(soft) / salt taste

990円

29 海鮮パリパリ揚げそば
パリパリ麺とたっぷり海鮮塩味のあん 海の幸入り揚げそば

990円

30

Noodles sichuan style

950円

31

Noodles soup with chop-suey / soy sauce taste

950円

32

Fried noodles with chop-suey(soft) / soy sauce taste

950円

33 五目パリパリ揚げそば

950円

麺 大盛　+330円
（テイクアウトの場合、税率が異なりますので別価格となります。）

（表示価格は全て消費税込みの料金です。）

（All prices shown are inclusive of tax.）

竹炭を使用したヘルシーな担々麺。

Seafood and crispy noodles(hard) / salt taste

海鮮焼きそば

麺 菜

深みのある贅沢な味わい！

海鮮汁そば

Fried noodles with chop-suey(hard)  / soy sauce taste

野菜と海鮮たっぷり！海の幸入り汁そば（塩味）

パリパリ麺と醤油味のあんが絡む 五目揚げそば

担々麺
シャキシャキもやし入りピリ辛そば　

五目焼きそば
コクのあるあんかけがやわらか麺に絡む 五目焼きそば

五目汁そば
ホッと温まるやさしい味 具沢山五目そば（正油味）　



34 汁たっぷりビーフン

950円

35 カニ肉入りフカヒレスープ

1,450円

36 クリームコーンスープ
Corn soup

950円
1名様 盛 310円

37

850円

38 海鮮チャーハン
カニと海老が入って香ばしく炒めた

Seafood fried rice and soup 1,050円

39 五目チャーハン
本格！パラパラ五目焼きめし(スープ付)

950円

40

具沢山！とろとろあんかけ中華丼（スープ付）

Chop-suey on rice and soup

950円

41

 Rice （テイクアウトの場合、税率が異なりますので別価格となります。）

（表示価格は全て消費税込みの料金です。）

（All prices shown are inclusive of tax.）

　　　　　　　　パラパラ海鮮焼きめし（スープ付）

湯 飯 菜

ライス

Shark's fin soup with crabmeat

卵スープ
Egg flower soup

中華丼

大（Ｌ） 330円　中（Ｍ）220円　小（Ｓ）170円

焼きめし・中華丼　大盛　+330円

Fried-rice with chop-suey and soup

Soup rice noodle



42

Chilled almond jelly

850円
310円

43

Candied sweet potatoes

850円

44

大きくてお肉ぎっしり！！職人手包み焼売

Steamed pork (5pieces) 650円
1ケ追加（addition 1pieces） 170円

45 ゴマ団子（３個）

450円
1ケ追加（addition 1pieces） 170円

46 アイスクリーム
Ice Cream

420円

47 桃まんじゅう（1個）

Lotus jam bun(1pieces)

200円

48 蒸しパン（1個）

Steamed bread

150円

（テイクアウトの場合、税率が異なりますので別価格となります。）

（表示価格は全て消費税込みの料金です。）

（All prices shown are inclusive of tax.）

料理を包んでボリュームアップ！

Sesame ball(3pieces)

くろあんたっぷり！

点　心

いもあめ

杏仁豆腐

肉焼売（5個）

中華の伝統デザート

３～４名様 器盛(for 3～4persons)

1名様 グラス盛(for 1persons)



前菜から点心までいろいろお楽しみたい方へおすすめ

・鮮魚のカルパッチョ

・エビの鹿の子揚げ、春巻

・牛肉と旬の野菜の

　　　　オイスターソース炒め

・海老のチリソース

・炒飯

・コーンスープ

ボリューム満点！！

お一人様からご注文承ります。

ファミリーセット（４～５名様用）

・海老のチリソース

・炒飯

・フカヒレスープ

・季節のフルーツ

（８～10名様用）

・酢豚

¥22,000

コースメニュー

¥16,500 ¥11,000
・スモークサーモンと生ハムサラダ

・鶏モモのサクサク揚げ

・ニンニクの茎とイカ炒め

・海老のチリソース　・酢豚　・炒飯

・春巻　・ニンニクの茎と豚肉炒め

・海老のチリソース　・酢豚　・炒飯

・卵スープ　・杏仁豆腐

（表示価格は全て消費税込みの料金です。）

中華ディナーセット ¥2,700

・コーンスープ　・杏仁豆腐

・前菜三種盛　・鶏モモのサクサク揚げ

　　　オイスターソース炒め

・桃まんじゅう、ゴマ団子

ファミリーセット

お手頃価格で王道メニューが勢ぞろい！

・鮮魚の中国風刺身

・春巻と海老マヨ

・牛肉と旬の野菜の

ファミリーセット（６～７名様用）

・焼売、エビ餃子



◆ビール(Beer) ◆中国老酒(China old alcohol)

生ビール(大)　Draft beer(Ｌ) 880 円 陳年紹興酒5年　Shaoxing wine　5Years

生ビール(中)　Draft beer(M) 720 円 　グラス(1合) 　Glass 680 円

生ビール(小)　Draft beer(Ｓ) 500 円 　ボトル　　Bottle 3,400 円

瓶ビール(中)　Bottled beer　 700 円 陳年紹興酒8年　Shaoxing wine　8Years

ノンアルコールビール

　　　　　No-alcohol beer

◆日本酒(Japanese wine) 　ボトル　　Bottle 3,900 円

１合　Glass 660 円 ◆中国甘酒(China Sweet wine)

冷酒　Cold(300ml) 950 円 杏露酒―あんずのお酒―　　  Apricot　liqueur

　（櫻正宗上選生貯蔵酒） グラス　Various glasses 480 円

◆ウィスキー（whiskey）

シングル　Single 550 円

ダブル　　Double 950 円 ◆ソフトドリンク(soft drink)
ハイボールは上記金額に +110円　　

Carbonate split + \110　

ジンジャーエール　a ginger ale

◆焼酎（spirit） カルピス　　　　　Calpis

芋・麦・米・蕎麦　 potato,wheat,rice,buckwheat オレンジジュース　orange juice

　各種グラス　　　  Glass 480 円 リンゴジュース　　apple juice

　各種ボトル　Various bottles3,150 円 ウーロン茶　　　　oolong tea

◆ハウスワイン(Wine) 　各種　Several kinds 420 円

各種ハーフボトル　Half bottles

（375ml グラス3杯半）
1,650 円 コーヒー　　　　Coffee 530 円

アイスコーヒー　Iced Coffee 550 円

◆酎ハイ(Shochu highball) 紅茶　　　　　　Tea 530 円

レモン・ライム・カルピス　　Lemon, a lime, Calpis

　各種　　Several kinds 480 円

※Various Carbonate split + \110 （表示価格は全て消費税込みの料金です。）

（All prices shown are inclusive of tax.）

ドリンクメニュー

※各種ソーダ割は+110円頂戴します。　

　グラス(1合) 　Glass 900 円580 円

（白）サンタヘレナ シグロ・デ・オロ シャルドネ

Santa Helena Siglo De Oro Chardonnay

コーラ　　　　　　Cola

（赤）カリテラ レゼルヴァ カルベネ

Caliterra Reserva cabernet



※グループ様でのご利用場合、同一コースでのご選択となります

お一人様 ¥7,700 コース

橙枠内のメニューよりお好みで12品お選びください
・ＸＯ春巻 ・蒸しエビ ・黒胡麻団子

・エビカレーマヨ ・黒担々麺 ・フカヒレ入り中華丼

・ソフトシュリンプ ガーリックパン粉焼き ・ソフトシュリンプバジルバター焼き

お一人様 ¥5,500 コース

青枠内のメニューよりお好みで10品お選びください
・鮮魚の中国風刺身 ・チンジャオロース ・四川風ピリ辛スープ

・シーフードサラダ ・八宝菜 ・カニ肉入りフカヒレスープ

・店長おススメ前菜三種盛り ・トロトロ豚肉の角煮 蒸しパン添え ・海鮮炒飯

・エビマヨ ・カニ肉と白菜のクリーム煮・焼売

・海老トースト ・海の幸入り汁そば（塩味）・桃まんじゅう

・彩り野菜とシ－フードの炒め ・海の幸入り焼きそば ・蒸しパン

・大海老と彩り野菜の炒め ・海の幸入りパリパリ揚げそば・ココナッツ団子

お一人様 ¥3,300 コース

赤枠内のメニューよりお好みで８品お選びください
・スモークサーモンと生ハムたっぷりサラダ ・蒸し鶏の特製胡麻ソース

・自家製焼き豚 ・白菜の甘酢ダレ漬け

・若鶏の唐揚げ ・春巻 ・カニ玉 特製ソースで

・揚げ豆腐に特製薬味ダレをアツアツで ・鶏モモのサクサク揚げ

・エビのチリソース ・麻婆豆腐 ・細切り牛肉と玉ねぎの炒め

・酢豚 ・ホイコ―ロー ・豚肉とにんにくの茎の炒め

・五目汁そば ・五目焼きそば ・五目揚げそば

・坦々麺 ・炒飯 ・中華丼

・コーンスープ ・春雨スープ ・卵スープ

・胡麻団子 ・杏仁豆腐 ・芋アメ

ファミリーチョイスコース

（表示価格は全て消費税込みの料金です。）


