料理長おすすめメニュー

おすすめ

よだれ鶏
焦がしにんにく赤マーユ仕立て
（四川風蒸し鶏のピリ辛ソース）
四川口水鶏
Cold Steamed chicken w/Very Spicy Sauce

980 円（税込）

ピータン豆腐ピリ辛ソースで
皮蛋豆腐
Tofu with Century Eggs

880 円（税込）

ずわい蟹とトマトのやわらか玉子やき
蟹番茄炒鶏蛋
Fried Eggs w/Crab & Tomatos

980 円（税込）

価格はすべて税込みです。
※季節・天候等により食材・産地が変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。 ※メニューの詳細やアレルギーがご心配なお客様は係り員までお問い合わせください。

OG210115

おすすめ

油淋鶏 薬味ソースがけ
脆皮炸鶏
Crispy Fried Chicken w/ Spiced Sauce

880 円（税込）

季節の根菜と
ハーブ豚の黒酢酢豚
黒醋古老肉
Sweet & Sour Pork w/Chinese Vinegar

880 円（税込）

ソフトシュリンプの香り揚げ ガーリックスパイシー
大蒜香炸蝦
Fried Soft Shell Shrimps w/Garlic & Spice

1,080 円（税込）
価格はすべて税込みです。

※季節・天候等により食材・産地が変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。 ※メニューの詳細やアレルギーがご心配なお客様は係り員までお問い合わせください。

OG210115

印 が 付 い ている お 料 理 は ︑是 非 召 し 上 がっていた だ き た い お す す め の メ ニュー で す︒

バンバンジー
金芝麻棒棒鶏

Shredded Chicken w/Sesame Sauce

1,380 円（税込）

大連産

舟山くらげの冷菜

冷拌海蜇皮

Spiced Jellyfish

1,380 円（税込）

白菜と胡瓜の辛子甘酢漬け
辣白菜黄瓜

Chinese Cabbage & Cucumber w/Sweet & Sour

750 円（税込）

北海道産

前菜／サラダ／ふかのひれ

清湯で作った

コーンスープ

玉米湯

Sweet Creamy Corn Soup

680 円（税込）

（1名様用）

酸味まろやか

玄米黒酢入りスーラータン

酸辣湯

Hot & Sour Soup

680 円（税込）

（1名様用）

南国酒家

かにの玉子入りふかのひれ

蟹黄烩魚翅

Shark's Fin w/Crab eggs

（1〜 2 名様用）

1,880 円（税込）

ふかのひれ姿煮込み 有機醤油風味
紅焼烩魚翅

Braised Shark's Fin in Brown gravy

4,800円（税込）

※季節・天候等により食材・産地が変更になる場合がございます。 ※写真はイメージです。
※メニューの詳細やアレルギーがご心配なお客様は係り員までお問い合わせください。

価格はすべて税込みです。

印 が 付 い ている お 料 理 は ︑是 非 召 し 上 がっていた だ き た い お す す め の メ ニュー で す︒

海鮮

天然大海老の
マヨネーズソース
沙拉醤炒大蝦
Large Wild Shrimp
with Mayonnaise Sauce

1,480 円（税込）

天然海老のチリソース煮
干焼蝦仁
Shrimp with Chili Sauce

1,380 円（税込）

海鮮三種の天日塩炒め
蔬菜炒三鮮
Seafood Saute w/Sun-Dried Salt

1,480 円（税込）

※季節・天候等により食材・産地が変更になる場合がございます。 ※写真はイメージです。
価格はすべて税込みです。
※メニューの詳細やアレルギーがご心配なお客様は係り員までお問い合わせください。

印 が 付 い ている お 料 理 は ︑是 非 召 し 上 がっていた だ き た い お す す め の メ ニュー で す︒

一枚から食べられる

北京ダック
北京烤鸭

Roast Duck, Peking Style

1枚

780 円（税込）

ハーブ豚と
フレッシュフルーツの広東風酢豚
広東風古老肉
Sweet & Sour Pork w/Fresh Fruits

1,380 円（税込）

国産 牛肉とピーマンの

細切り炒め

青椒牛肉絲
Shredded Beef Saute w/Green Pepper

1,480 円（税込）

北 京 ダッ ク ／ 牛 肉 ／ 豚 肉 ／ 豆 腐 ／ 野 菜

麻婆豆腐
麻婆豆腐
Mapo Tofu (hot and spicy tofu)

980 円（税込）
いろいろ野菜のXO 醤炒め
ＸО酱炒蔬菜

Stir Fried Vegetables with XO Sauce

1,380 円（税込）

季節の青野菜の炒め お好みのお味付けで

（塩・葱ショーガ・ガーリック・オイスター）

炒青菜 Stir Fried Seasonal Vegetables (with Solt or with green onion & Ginger or with Garlic or with Oyster Sauce)

1,380 円（税込）

※季節・天候等により食材・産地が変更になる場合がございます。 ※写真はイメージです。
※メニューの詳細やアレルギーがご心配なお客様は係り員までお問い合わせください。

価格はすべて税込みです。

印 が 付 い ている お 料 理 は ︑是 非 召 し 上 がっていた だ き た い お す す め の メ ニュー で す︒

海鮮入りあんかけやきそば
海鮮浇汁炒面

Fried Noodles with Seafood in Thick Sauce

1,480 円（税込）

南国酒家一番人気

五目具だくさんあんかけやきそば

什锦浇汁炒面

Fried Noodles with Vegetables
in Thick Sauce

1,380 円（税込）

五目具だくさんあんかけつゆそば
什锦浇汁拉面

Noodles with Vegetables in Thick Soup

1,380 円（税込）

担々麺

芝麻担担面
Tantanmen (spicy ramen noodles) with Sesame

1,080 円（税込）
点心・デザートセット

海鮮入りあんかけつゆそば
海鮮浇汁拉面

Noodles with Seafood in Thick Soup

1,480 円（税込）

200 円（税込）麺飯はセットメニューに変更できます

印 が 付 い ている お 料 理 は ︑是 非 召 し 上 がっていた だ き た い お す す め の メ ニュー で す︒

五目春巻き
什锦春卷
Spring Rolls with Vegetables

1本

350 円（税込）

ご注文は1本から承ります。

南国酒家 シュウマイ
南国酒家烧卖
Nangoku Shuka s Steamed Dumplings

2個

400 円（税込）

ご注文は２個から承ります。

海老蒸しギョウザ
蒸蝦餃
Steamed Dumplings with Shrimp

2個

520 円（税込）

ご注文は２個から承ります。

小籠包
小笼包
Xiaolongbao (soup dumplings)

2個

560 円（税込）

ご注文は２個から承ります。

チャーシューまん
叉焼肉包子
Braised Pork and Meat Bun

1個

380 円（税込）

胡麻団子
脆皮芝麻球
Deep Fried Sweet Sesame Dumpling

2個

400 円（税込）

ご注文は２個から承ります。

點心／デザート

クリームあんにんどうふ
濃味杏仁豆腐
Soft Almond Jelly

500 円（税込）

マンゴープリン
芒果布丁
Mango Pudding

500 円（税込）

バニラアイスクリーム
香草冰淇林
Vanilla Ice Cream

350 円（税込）

かどやの純正ごま油入り

胡麻アイス
胡麻冰淇林

Ice Cream Sesame Flavor

400 円（税込）

長野県川上村

レタスアイスクリーム
生菜味道冰淇林
Ice Cream Lettuce Flavor

400 円（税込）
※季節・天候等により食材・産地が変更になる場合がございます。
※メニューの詳細やアレルギーがご心配なお客様は係り員までお問い合わせください。※写真はイメージです。

価格はすべて税込みです。

印 が 付 い ている お 飲 物 は ︑お す す め の メ ニュー で す︒

「紹興酒」と
名乗れるのは
浙江省の紹興で
造られたものだけ。
「世界三大美酒」の一つと
される紹興酒。浙 江省の
紹興で造られた醸造酒のみ
が「紹興酒」を名乗れます。

紹興酒

紹興酒 Shaoxing rice wine

紹興酒「塔牌」
五年ものカメ出し紹興酒
紹興酒「塔牌」花彫＜陳五年＞

グラス

750 円（税込）

デキャンタ ハーフ

1,400 円（税込）

デキャンタ フル

2,800 円（税込）

Shaoxing rice wine “HANABORI” 5 years
カメで5年以上熟成した紹興酒。
もち米のほのかな甘味が特徴で、
すいすい飲める一品です。
常温またはロックがおすすめ。

150ml
300ml

600ml

無濾過
「塔牌」
紅琥珀＜陳五年＞
紹興酒「塔牌」紅琥珀＜陳五年＞

Pagoda Brand Nonfiltered “HONG HU PO” 5 years

ボトル

600ml

4,400 円（税込）

製造工程で濾過せず上澄みを詰めた紹興酒。
紹興酒本来のピュアな味わい、香りをお楽しみください。
前菜と合わせるのもおすすめ。

紹興酒「塔牌」
花彫＜陳五年＞
紹興酒「塔牌」花彫＜陳五年＞

Shaoxing rice wine “HANABORI” 5 years

300ml

燗を付けても美味しい甘みと酸味のバランスの良い、
マイルドタイプのミディアム紹興酒。
幅広い料理との相性を持つタイプです。

600ml

1,100 円（税込）
2,200 円（税込）

※写真はイメージです。

お飲み物

啤酒 Beer

アサヒ スーパードライ
〈生〉
朝日 啤酒

Draft Beer “ASAHI SUPER DRY”

650 円（税込）
小グラス 540 円（税込）
中グラス

アサヒ スーパードライ
朝日

中ビン

“ASAHI SUPER DRY”

啤酒（瓶）

ビアテイスト清涼飲料水
アサヒ ドライ・ゼロ

750 円（税込）

酒精 0％的啤酒 Non-alcohol Beer Taste Drink

＜アルコール 0％＞

朝日 酒精 0％的啤酒

小ビン

500 円（税込）

Non-alcohol Beer Taste Drink “ASAHI DRY-ZERO”

中国酒

中国酒 Chinese Liqueurs

500 円（税込）

杏露酒（ロック）
杏露酒（加氷）

Apricot Liqueur ( On the Rock )

梅子酒（加氷）

Plum Liqueur ( On the Rock )

焼酎

杏露酒（加炭酸水）

Apricot Liqueur ( with Soda )

500 円（税込）

梅酒（ロック）

550 円（税込）

杏露酒（ソーダ割）

梅酒（ソーダ割）
梅子酒（加炭酸水）

550 円（税込）

Plum Liqueur ( with Soda )

焼酎 Japanese Sprits SHOCHU

＜麦＞ 一番札（ロック または 水割 または お湯割 ）
一番札酒（加氷或加水或加湯或直接喝）

500 円（税込）

Japanese Sprits SHOCHU“ICHIBAN HUDA” ( On the Rock or with Water or with Hot water or Straight )

＜麦＞ 一番札 ウーロンハイ
一番札酒（加烏龍茶）

550 円（税込）

Japanese Sprits SHOCHU“ICHIBAN HUDA” ( with Ooolong Tea )

＜芋＞ 金黒（ロック または 水割 または お湯割 ）
金黒
（加氷或加水或加湯或直接喝）

500 円（税込）

Japanese Sprits SHOCHU“KINKURO” ( On the Rock or with Water or with Hot water or Straight )

ウイスキー

威士忌酒 Whisky

ニッカ竹鶴 ピュアモルト（ロック または 水割 または ストレート）
竹鶴威士忌酒（直接喝或加氷或加水）

800 円（税込）

WHISKY “TAKETSURU PURE MALT” ( On the Rock or with Water or Straight )

ニッカ竹鶴 ピュアモルトハイボール
竹鶴威士忌苏打（加炭酸水）

850 円（税込）

WHISKY “TAKETSURU PURE MALT” ( with Soda )

ブラックニッカハイボール
威士忌苏打（加炭酸水）

550 円（税込）

WHISKY “BLACK NIKKA” ( with Soda )

価格はすべて税込みです。

紹 興 酒 ／ ビ ー ル ／ ビアテイスト清涼飲料水／ 中 国 酒 ／ 焼 酎 ／ ウ イ ス キ ー

ビール

印 が 付 い ている お 飲 物 は ︑お す す め の メ ニュー で す︒

サワー

炭酸酒 Soda with Japanese Sprits SHOCHU

550 円（税込）

レモンサワー
檸檬炭酸汽酒

茘枝汽酒

Lemon soda with Japanese Sprits SHOCHU

CALPICO uropean pearsoda with Japanese Sprits SHOCHU

550 円（税込）

[カルピス] マスカットサワー
可尔必思马斯喀特炭酸汽酒

[カルピス]ブルーベリーサワー
可尔必思蓝莓炭酸汽酒

CALPICO Muscat soda with Japanese Sprits SHOCHU

日本酒

日本酒 SAKE

＜燗＞ 朝日山百寿杯

[ 東京都／田村酒造場 ]

嘉泉 純米生貯蔵酒

SAKE “KASEN”

ボトル

300ml

[ 日本酒度＋5]

1,300 円（税込）

スパークリングワイン

ボトル

“GANCIA BRUT SPUMANTE”

赤

[ 新潟県／朝日酒造株式会社 ]

ボトル

朝日山百寿杯

300ml

SAKE “ASAHIYAMA”

1,300 円（税込）

汽泡酒 Sparkling wine

ガンチア・ブリュット・スプマンテ

ワイン

550 円（税込）

CALPICO blueberry soda with Japanese Sprits SHOCHU

＜冷酒＞ 嘉泉 純米生貯蔵酒
[ 日本酒度＋2]

550 円（税込）

ライチサワー

3,700 円（税込）

ハーフボトル

2,150 円（税込）

葡萄酒 Wine

［イタリア プーリア州／カベルネ・ソーヴィニヨン］

パイアラ･ロッソ

［意大利産 紅葡萄酒］

白

［イタリア プーリア州／シャルドネ］

パイアラ･ビアンコ
［意大利産 白葡萄酒］

[Red wine from Italy] Paiara Rosso

[White wine from Italy] Paiara Bianco

赤い果実やプラムの香りに、スパイシーなニュアンス。
バランスの良いなめらかな味わいのワインです。

花や白桃のような香りが特長で、フレッシュかつ、
ほどよい酸味が魅力のワイン。

グラス

グラス

赤

750 円（税込）ボトル 3,500 円（税込）

白
赤

［フランス／メルロー］

シャトー・ダマーズ

750 円（税込） ボトル 3,500 円（税込）
［オーストラリア／ゲヴェルツトラミネール］

ローガン・ワインズウィマーラゲヴェルツトラミネール

［法国産 紅葡萄酒］

［澳大利亚産 白葡萄酒］

[Red wine from Italy] Ch. Damaze

[White wine from Australia] Weemala Gewurztraminer

香りにカシス、カカオ、バニラなどが感じられ表情はとても豊か。
テイストはたっぷりの果実味と樽の調和のバランスが良く、
芳醇な飲み心地を楽しめます。

リンゴやバラ、グアバ、桃などの豊かなアロマを持ちます。一部
果皮と共に醗酵を行うことで生姜やスパイスのニュアンスを持たせ、
全体の風味を複雑で深い味わいに仕上げています。

ボトル
赤

4,400 円（税込）

［アメリカ（カリフォルニア）／ピノ・ノワール］

ブエナ・ヴィスタ ソノマ・ピノ・ノワール
［美洲産 紅葡萄酒］

ボトル
白
赤

4,100 円（税込）

［アメリカ（カリフォルニア）／シャルドネ］

ブエナ・ヴィスタ ソノマ・シャルドネ
［美洲産 白葡萄酒］

[Red wine from America] Buena Vista Sonoma Pinot Noir

[White wine from America] Buena Vista Sonoma Chardonnay

なめらかなタンニンと、ブラックチェリーの果実味が
調和している、エレガントで魅力的なワインです。

トロピカルフルーツを思わせる甘みと、樽熟成による
バニラの香りが特徴的な心地よい余韻が魅力的なワインです。

ボトル

6,480 円（税込）

ボトル

6,480 円（税込）

