
谢绝分开结账。照片仅供参考。照片为标准装。根据季节和店铺的不同热卖商品会有所不同。谢绝分开结账。照片仅供参考。照片为标准装。根据季节和店铺的不同热卖商品会有所不同。

● 個別のお会計はご遠慮ください。● 写真はイメージです。● 写真はレギュラーサイズです。● 季節や店舗により多少盛り付け内容が変わります。
No separate checks, please. Photos are regular size dishes and for illustrative purpose only. Some menus may change due to seasonality and stores.

餃子のとろ～りチーズチリソース（ 1人前：6ケ） 前菜三種盛（棒々鶏・ザーサイ・メンマ）よだれ鶏
Yodare Dori（Steamed chicken with spicy asian sauce）

口水鸡

アボカド入りグリーンサラダ
～中華風ドレッシング～

豆腐とじゃこ、干し海老の和風サラダ
～ゆず風味ドレッシング～

中華風ポテトサラダ
Chinese-style potato salad

中华风味土豆沙拉

厚揚げとひき肉のとろ～りチーズ 蒸し鶏と豆腐のネギソースがけ

このマークは、ジャストサイズメニューです。このマークは、ジャストサイズメニューです。

小皿で味わう安心サイズ小皿で味わう安心サイズ

A product with this mark is a small plate.

Fried Dumplings with Melting Cheese and Chili Sauce

芝士智利辣酱饺子

Tofu, small fish, dried shrimp Japanese style salad ~yuzu (Japanese citrus) f  lavored dressing~

豆腐小鱼干虾的日式沙拉～柚子风味调味汁～

Deep-Fried Tofu and Minced Meat with Melting Cheese
油豆腐肉末奶酪

Steamed Chicken and Tofu Topped with Green Onion Sauce
蒸鸡豆腐配香葱酱

前菜拼盘  3样（榨菜/棒棒鸡/干笋）前菜拼盘  3样（榨菜/棒棒鸡/干笋）

Appetizer sampler (zha cai pickles, chicken with sesame sauce, bamboo shoots)

Green salad with avocado ~Chinese-style dressing~

加入了牛油果的绿色沙拉　～中国风沙拉酱～

餃子のにんにく青森県産
小麦粉 北海道産
主要食材国産
( 豚肉・キャベツ・ニラ・生姜)

点心・前菜 DI M S U M  APPETISER

Just Size Menu

带有此标识的商品仅限标准装能打包带回。带有此标识的商品仅限标准装能打包带回。

お持ち帰りは容器１個につき税込10円をいただきます。容器の再利用はできません。
When you choose to take out, 10 yen (tax included) for a container will be added to the price. Take-out containers are never to be reused.
 

For menus with this icon, we are happy to prepare to-go boxes. Regular size only.  
お持ち帰りの場合は税率が異なりますので別価格となります。
For take-out, the tax rate varies therefore it will be charged separately. 因外带打包时税率不同，另计价格。因外带打包时税率不同，另计价格。

外卖时的容器，一个收取10日元（含税）。容器不能再利用。外卖时的容器，一个收取10日元（含税）。容器不能再利用。

このマークの付いた商品はレギュラーサイズのみお持ち帰りできます。

餃子（ 1人前：6ケ）餃子（ 1人前：6ケ）
OHSHO gyoza (6pcs)OHSHO gyoza (6pcs)
煎饺（1人份 : 6个)煎饺（1人份 : 6个)

主要食材

国産

MENU
小針

オリジナル

GYOZA
OHSHO

ジャスト
サイズ

MENU
小針

MENU
小針

オリジナル

GYOZA
OHSHO

オリジナル

GYOZA
OHSHO

オリジナル

GYOZA
OHSHO

250250￥￥ ￥￥275275))(税込(税込
135135￥￥ ￥￥148148))(税込(税込 ※ジャストサイズ（3ケ）3pcs/3个※ジャストサイズ（3ケ）3pcs/3个

ジャスト
サイズ

にんにく    激増し餃子
（ 1人前：6ケ）

にんにく    激増し餃子
（ 1人前：6ケ）

大蒜加量的煎饺（1人份 : 6个）大蒜加量的煎饺（1人份 : 6个）
Gyoza with extra garlic (6pcs)

290290￥￥ ￥￥319319))(税込(税込
160160￥￥ ￥￥176176))(税込(税込 ※ジャストサイズ（3ケ）3pcs/3个※ジャストサイズ（3ケ）3pcs/3个

ジャスト
サイズ

にんにくゼロ生姜餃子
（ 1人前：6ケ）

にんにくゼロ生姜餃子
（ 1人前：6ケ）

不含大蒜的生姜饺子（1人份 : 6个)不含大蒜的生姜饺子（1人份 : 6个)
Ginger gyoza ～Garlic-free～ (6pcs)

250250￥￥ ￥￥275275))(税込(税込
135135￥￥ ￥￥148148))(税込(税込 ※ジャストサイズ（3ケ）3pcs/3个※ジャストサイズ（3ケ）3pcs/3个

ジャスト
サイズ

390390￥￥ ￥￥429429))(税込(税込 630630￥￥ ￥￥693693))(税込(税込
380380￥￥ ￥￥418418))(税込(税込ジャスト

サイズ

280280￥￥ ￥￥308308))(税込(税込

480480￥￥ ￥￥528528))(税込(税込 480480￥￥ ￥￥528528))(税込(税込380380￥￥ ￥￥418418))(税込(税込
250250￥￥ ￥￥275275))(税込(税込ジャスト

サイズ

280280￥￥ ￥￥308308))(税込(税込350350￥￥ ￥￥385385))(税込(税込


