點 心

品牌故事 STORY こだわり

「一盅兩件」，港人樸實無華的兒時回憶
「水滾茶香」，世代相傳花漾的飲茶文化
現包現蒸手工點心，道地香港飲茶饗宴
華漾堅持給客人最好的服務
將傳統港點以更美味且具新意的樣貌呈現

O n e c u p o f t e a w i t h t wo p l a t e s o f d i m s u m s, i t ’s t h e s i m p l e ye t p re c i o u s
childhood memories of Hong Kong people.
With the water boiling and the aroma of tea rousing, the tea culture is
passed on generation after generation.
By providing freshly hand made and steamed dim sums, and authentic
Hong Kong teatime enjoyment, HWA-YOUNG insists on offering our guests
the best ser vices, as well as presenting traditional HONG KONG dim sums
in savorier, more innovative appearances.
「一盅兩件（急須１つに点心２つ）」、香港人が子供のころを思い出す素朴なひととき。
「水滾茶香」、世代を超えて伝わるヤムチャ文化。
手作りにこだ わった点心、お客様に満足いただけるサービス、伝統の技に新しい創意
をくわえたメニュー。
当店では本場香港のヤムチャがご満喫いただけます。

點心 DIM SUM 点心

A1 水晶鮮蝦餃

Steamed Shrimp Dumplings

A7 沙茶金錢肚

$148

$118

エビ入り蒸しギョーザ

A2 鮮蝦燒賣皇

Shrimp and Pork Siu Mai

Steamed OX-Tripes
モツの煮込み

A8 豉汁蒸鳳爪

(Steamed Dumplings)

Steamed Chicken Feet
with Soy Bean Sauce

$138

$118

えびシュウマイ

鶏の爪のビーンソース蒸し

A3 藜麥珍珠丸
Rice Ball with Quinoa

A9 蒜香蒸肉排

$138

ポークリブのガーリック蒸し

キヌア入りもち米団子

Steamed Pork Ribs
with Garlic

$108

A4 錦繡魚翅餃

A10 蜜汁叉燒包

(Shark Fin Shaped Dumplings)

チャーシューまん

Steamed Shrimp and
Pork Dumplings
エビとフカヒレ入り
蒸しギョーザ

Steamed Barbecued
Pork Buns

$108

$128

A5 酸菜肥大腸

A11 時蔬牛肉球

ホルモンと酸味野菜の
醤油煮

$108

Steamed Pork Giblet
in Sour Vegetable

Steamed Beef Balls
牛肉団子

$128

A6 香菇滑雞扎

Steamed Tender Chicken
with Shiitake Mushroom

しいたけと鶏肉の
オイスターソース蒸し

A12 圓籠芋頭糕

Steamed Salty Taro Cake

タロイモケーキ

$88

$128

牛 Beef 牛

豬 Pork 豚

蝦 Shrimp エビ

蟹 Crab カニ

點心 DIM SUM 点心

A13 奶皇流沙包

Steamed Egg Yolks Buns

A19 千絲炸春卷

$108

$138

カスタードまんじゅう

Deep Fried Spring Rolls
春巻き

A14 奶皇千層糕

A20 杏片海鮮卷

中華風ミルフィーユ

$108

アーモンドとシーフード
のクレープ揚げ

A15 芙蓉海皇蒸蛋

A21 鳳城鹹水餃

茶碗蒸し

$108

肉としいたけ入り
揚げギョーザ

A16 叉燒鮮腸粉

A22 豆沙芝麻球

チャーシュー入りチョン
ファン蒸し

小豆入りごま団子

Custard Stratiform Cake

カスタード入り

Steamed Eggs
with Seafood

Steamed Rice Noodle
Rolls with B.B.Q Pork

$158

Deep Fried Seafood Rolls
with Almonds

$138

Deep Fried Savoury
Rice Dumplings

$108

Deep Fried Sweet Bean
Balls with Sesame
and Red Bean Paste.

$108

A17 韭黃鮮蝦腸

A23 煉乳銀絲捲

with Shrimps and Chives

Fried Silver Thread Buns
with Condensed Milk

$158

銀絲卷 (中華風揚げパン)/
練乳つき

$88

Steamed Rice Noodle Rolls
チャイブエビ入りチョン
ファン蒸し

A18 香茜腐皮卷

A24 脆皮炸鮮奶

エビ入り湯葉まき揚げ

ミルク揚げ

Deep Fried Shrimp Rolls
in Bean Curd Pastry

$148

Crispy Fried Milk
(Leche Frita)

$88

牛 Beef 牛

豬 Pork 豚

蝦 Shrimp エビ

蟹 Crab カニ

點心 DIM SUM 点心

A25 香煎韭菜餅

A30 雪耳桂圓露

ニラとエビ入り焼き餅

$138

白きくらげと竜眼の
スイートスープ

A26 臘味蘿蔔糕

A31 香滑芝麻糊

広東風腸詰入り大根餅

ごまのペーストスープ

A27 奶油焗白菜

A32 香滑杏仁露

Pan Fried Shrimp and
Pork with Leek Pancake

Pan Fried Turnip Cake
with Chinese Sausage

$88

Baked Cream Cabbage

Sweetened Tremella
with Dried Longan

$108

Sweetened Sesame
Paste Soup

$108

Almond Milk Paste Soup

白菜のクリームグラタン

アーモンドのスイートスープ

A28 蜜汁叉燒酥

A33 杏仁凍豆腐

チャーシュー入り
中華風パイ

$108

$158

Baked Barbecued
Pork Pies

$108

Iced Almond Tofu
杏仁豆腐

$108

A29 楊枝甘露
Chilled Mango Sago
and Pomelo

マンゴーとグレープフル
ーツ入りミルクスープ

A34 桂花涼糕

Osmanthus Flower Jelly

モクセイゼーリ

$108

$138

貼心提醒：有任何食物過敏，請於點餐前告知過敏原，謝謝！

Reminder : Please notify our staff before order if you have any food allergy, and provide detail information.

食物アレルギー をお持ちの方へ：ご注文の前に、スタッフへ詳細をお知らせください。
ご協力誠にありがとうございます。

牛 Beef 牛

豬 Pork 豚

蝦 Shrimp エビ

蟹 Crab カニ

飯麵 RICE & NOODLE ご飯、麺

B1 鹹魚雞粒炒飯

B3 蟹肉干燒伊麵

塩漬け魚と鶏肉入り
チャーハン

カニ入り広東風蒸し麺

B2 揚州炒飯

B4 乾炒牛河

$280

牛肉入り
ライスヌードル炒め

Fried Rice with
Salted Fish and Chicken

$280

Yangzhou Fried Rice
揚州チャーハン

Fried Noodles with
Crab Meat

$280

Fried Rice Noodle
with Beef

$280

時蔬&豆腐 SEASONAL VEGETABLE & TOFU
季節の野菜と豆腐

湯品 SOUP スープ

C1 季節時蔬

D1 青木瓜燉軟排

$280

青パパイヤと骨
付き肉の煮込み

Seasonal Vegetables
旬の野菜炒め

Pork Ribs with Green
Papaya Soup

$158

位 / per person / お一人様

C2 脆皮嫩豆腐
Crispy Fried Tofu

たまご豆腐揚げ

$220

以上價格需加收 10% 服務費。

All prices are subject to a 10% service charge. / 以上の価格10%サービス料金かかります。

牛 Beef 牛

豬 Pork 豚

蝦 Shrimp エビ

蟹 Crab カニ

在地好茶 LOCAL FAMOUS TEAS 台湾各地の銘茶

老埤農場 LAOPI TEA FARM ラオピ

碧螺春 / Biluochun Green Tea / 碧螺春
銀綠隱翠、清鮮嫩香、淡雅柔勻

Silvery green color & refreshingly aromatic, with elegant & tender taste.
銀と緑の色彩、
さわやかな香り、
あっさりした味わい

紅玉 / Ruby Black Tea / 紅玉

橘紅明艷、馥郁甜香、濃醇甘美
Amber red color, with rich sugary fragrance & mellow taste.
鮮やかなオレンジの色、甘い香り、濃厚な味わい

鐵觀音 / Tieguanyin Oolong Tea / 鉄観音
金黃澄澈、焙香芬芳、悠長回甘

Golden & limpid, with hint of roasted aroma & long-lasting sweet aftertaste.
黄金色の色合い、芳醇な香り、口の中でいっぱいに広がる甘味

茶資每位 NT$50 ，每桌茶種限擇一選擇。Tea fee NT$50 per person. Each table is limited to one type of tea.
お茶代は一人50元です。お茶の種類は1卓につき1種類のみです。

飲料 DRINKS 飲み物

E1 咸檸樂

Salted Lemon Coke

E4 阿華田 (冷/熱)

塩レモンコーラ

$75 杯 / Glass / 杯

オバルチン (アイス/ホット)

$75 杯 / Glass / 杯

Ovaltine (Iced / Hot)

E2 咸檸七

Salted Lemon 7 UP

E5 絲襪奶茶 (冷/熱)

塩レモンセブンアップ

$75 杯 / Glass / 杯

香港式ミルクティー (アイス/ホット)

$75 杯 / Glass / 杯

Hong Kong Milk Tea (Iced / Hot)

E3 凍檸茶

Iced Lemon Tea

E6 金牌台灣啤酒

アイスレモンティー

$75 杯 / Glass / 杯

台湾金メダルビール

$150 瓶 / Bottle / 本

Taiwan Beer Gold Medal

酒 後 不 開 車 ， 未 成 年 請 勿 飲 酒
Drink responsibility. Don't drink and drive.

運転をされる方は飲酒しないでください。未成年の方が飲酒をすることはおやめください。

