
téng jiāo nèn sǔn jī tuǐ shuāng céng bǎo

藤椒嫩笋鸡腿双层堡 ペッパーチキンダブルサンド

téng jiāo nèn sǔn jī tuǐ juǎn

藤椒嫩笋鸡腿卷 ペッパーチキンツイスター

CHIZZA

CHIZZA CHIZZA（チッザ）

lǎo tán suān cài jī kuài fàn

老坛酸菜鸡块饭 ピクルス＆チキン・ライス

jī ròu huǒ tuǐ pà ní ni

鸡肉火腿帕尼尼 チキンパニーニ

BBQ shǒu sī zhū ròu bǎo

BBQ手撕猪肉堡 BBQちぎりポークサンド

bàn jī bàn xiā bǎo

伴鸡伴虾堡 チキン＆エビ・サンド

xiāng kǎo zhào shāo jī tuǐ fàn

香烤照烧鸡腿饭 ローストテリヤキチキン&ライス

xīn ào ěr liáng kǎo jī tuǐ fàn

新奥尔良烤鸡腿饭 ニューオリンズローストチキン&ライス

xiāng là jī liǔ fàn

香辣鸡柳饭 スパイシーチキン&ライス

BBQ shǒu sī zhū ròu juàn

BBQ手撕猪肉卷 BBQちぎりポークツイスター

chuān là nèn niú wǔ fāng

川辣嫩牛五方 スパイシービーフラップ

yǒu jī tuǐ shā lā lā jūn héng cān

有鸡腿沙啦啦均衡餐 チキン＆サラダ定食

xīn ào ěr liáng kǎo jī tuǐ bǎo

新奥尔良烤鸡腿堡 ニューオリンズローストチキンサンド

xiāng là jī tuǐ bǎo

香辣鸡腿堡 スパイシーチキンフィレサンド

jìn cuì jī tuǐ bǎo

劲脆鸡腿堡 チキンフィレサンド

tián yuán cuì jī bǎo

田园脆鸡堡 コロッケ＆チキン・サンド
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shēn hǎi xuě yú bǎo

深海鳕鱼堡 深海タラサンド

zhì zhēn quán xiā bǎo

至珍全虾堡 エビサンド

lǎo běi jīng jī ròu juǎn

老北京鸡肉卷 北京ダックツイスター

chuān xiāng shuāng céng jī tuǐ bǎo

川香双层鸡腿堡 四川風味ダブルチキンフィレサンド

cuì jī bā fēn bǎo

脆鸡八分堡 ミニチキンフィレサンド

péi gēn jī tuǐ yān mài bǎo

培根鸡腿燕麦堡 ベーコンチキンサンド

chuān nèn niú juǎn

川辣嫩牛卷 スパイシービーフツイスター

péi gēn mó gū jī liǔ fàn

培根蘑菇鸡柳饭 ベーコンマッシュルーム＆チキン・ライス

huáng jīn gā lí zhū pá fàn

黄金咖喱猪扒饭 ポークカレーライス

péi gēn kǎo jī tuǐ bǎo

培根烤鸡腿堡 ベーコンローストチキンサンド

sān zhòng jìng bào là tuǐ bǎo

3重劲爆辣腿堡 トリプルスパイシーチキンサンド

shèng dàn hóng là tuǐ bǎo

圣诞红辣腿堡 クリスマスレッドスパイシーチキンサンド

pō là xiǎo xiān gū bǎo ( xiāng là chá shù gū jī tuǐ bǎo )

泼辣小鲜菇堡(香辣茶树菇鸡腿堡) スパイシーな茶樹キノコとチキンのサンド

pō là xiǎo xiān gū juǎn ( xiāng là chá shù gū jī tuǐ juǎn )

泼辣小鲜菇卷(香辣茶树菇鸡肉卷) スパイシーな茶樹キノコとチキンのツイスター

huā shēng bà wáng shuāng céng bǎo

花生霸王双层堡 ピーナッツ王ダブルサンド

téng jiāo jī tuǐ bǎo

藤椒鸡腿堡 ペッパーチキンサンド

niú yóu guǒ xiāng là jī tuǐ bǎo

牛油果香辣鸡腿堡 アボガドスパイシーチキンサンド
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niú yóu guǒ xiāng là jī ròu juǎn

牛油果香辣鸡肉卷 アボガドスパイシーチキンツイスター

xiān ròu zòng

鲜肉粽 肉ちまき

xiāng nuò mì zǎo zòng

香糯蜜枣粽 ナツメ砂糖漬けちまき

xián dàn huáng ròu zòng

咸蛋黄肉粽 塩漬け卵と肉のちまき

fèn nù de hàn bǎo

愤怒的汉堡 怒っているハンバーグ

shí sān xiān xiǎo lóng xiā jī ròu juǎn

十三鲜小龙虾鸡肉卷 ザリガニ＆チキン・ツイスター

shí sān xiān xiǎo lóng xiā kǎo jī bǎo

十三鲜小龙虾烤鸡堡 ザリガニ＆チキン・サンド

zhì kǎo cuì pí bà wáng chì

炙烤脆皮霸王翅 ぱり皮手羽

xiǎo xiān ròu sū bǐng

小鲜肉酥饼 イケメン中華クッキー

shuāng jiàng dà shǔ

双酱大薯 ダブルソースフライドポテト

téng jiāo kěn dà dà jī tuǐ

藤椒肯大大鸡腿 でかペッパーチキンもも

zhēn bǎo nuò mǐ chì

珍宝糯米翅 もち米手羽

bì fēng táng rè là cuì pí jī

避风塘热辣脆皮鸡 ホットぱり皮チキン

téng jiāo kěn dà dà jī pái

藤椒肯大大鸡排 でかペッパーチキン

gǔ ròu xiāng lián jiā

骨肉相连加 鳥串プラス

xiǎo shí pīn pán

小食拼盘 スナック盛り合わせ

Q là xiǎo xiān yóu

Q辣小鲜鱿 ピリ辛イカスナック
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xiǎo shí pīn pán tào cān

小食拼盘套餐 スナック盛り合わせセット

zhá jī shuāng xiǎng

炸鸡双享 フライドチキンダブル

xīn shǔ tiáo

新薯条 フライドポテト

shǔn zhǐ yuán wèi jī

吮指原味鸡 指舐めうまチキン

xiāng là jī chì

香辣鸡翅 スパイシーチキン手羽

xīn ào ěr liáng kǎo chì

新奥尔良烤翅 ニューオーリンズロースト手羽

jìn bào jī mǐ huā

劲爆鸡米花 チキンクリスピー

shàng xiào jī kuài

上校鸡块 チキンナゲット

shēn hǎi xuě yú tiáo

深海鳕鱼条 深海タラフライ

chǔ wèi kǎo chì

楚味烤翅 ロースト手羽

huáng jīn jī kuài

黄金鸡块 スペシャルチキンナゲット

gǔ ròu xiāng lián

骨肉相连 鳥串

jīn lǚ xiā

金缕虾 エビフライ

xiāng má téng jiāo cuì pí jī

香麻藤椒脆皮鸡 ペッパーぱり皮チキン

nà shí wéi ěr rè cuì pí jī

纳什维尔热辣脆皮鸡 ナッシュビルホットぱり皮チキン

mǒ chá bīng qí lín huā tǒng

抹茶冰淇淋花筒 抹茶ソフトクリーム

mǒ chá shuāng xuán bīng qí lín huā tǒng

抹茶双旋冰淇淋花筒 ２色ソフトクリーム抹茶
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liàn táo wū lóng chá

恋桃乌龙茶 ピーチウーロン茶

bǎi xiāng mò lì xiān guǒ chá

百香茉莉鲜果茶 ジャスミンフルーツティー

shuāng táng yóu tiáo

霜糖油条 クリーム中華揚げパン

K jì liáng chá

K记凉茶 冷たいお茶

xiāng cuì hǎi tái xiā

香脆海苔虾 ぱりぱり海苔エビ

tài shì xiāng là kǎo chì

泰式香辣烤翅 タイ式辛ロースト手羽

bàn níng bàn jú xiān guǒ chá

伴柠伴桔鲜果茶 レモンとオレンジ・フルーツティー

xiāng nóng yù mǐ yǐn

香浓玉米饮 濃いスイートコーンドリンク

bào bào yì rén mǎ tí yǐn

爆爆薏仁马蹄饮 ハトムギとクワイのドリンク

chóng cáo huā dùn jī tāng

虫草花炖鸡汤 冬虫夏草とチキンのスープ

shèng dàn hóng shí liú fēng wèi pài

圣诞红石榴风味派 クリスマスレッドザクロ風味パイ

méng pào pào niú nǎi

萌泡泡牛奶 泡萌えミルク

yuán wèi bīng qí lín huā tǒng qiǎo kè tǒng

原味冰淇淋花筒巧克筒 チョココーンソフトクリーム

yuán wèi bīng qí lín huā tǒng cǎo méi tǒng

原味冰淇淋花筒草莓筒 ストロベリーコーンソフトクリーム

cǎo méi shuāng xuán bīng qí lín huā tǒng

草莓双旋冰淇淋花筒 ２色ソフトクリームストロベリー

cǎo méi bīng qí lín huā tǒng

草莓冰淇淋花筒 ストロベリーソフトクリーム

qīng jīn jú xiān guǒ chá

青金桔鲜果茶 青キンカンフルーツティー
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yán jīn qīng méi shuǎng

盐津青梅爽 塩漬け青梅ドリンク

chún chún yù mǐ yǐn

纯纯玉米饮 スイートコーンドリンク

rè níng méng hóng chá

热柠檬红茶 ホットレモンティー

rè pú táo zhēn guǒ yǐn

热葡萄真果饮 ホットぶどうドリンク

bǐ lì shí qiǎo kè lì bīng qí lín huā tǒng

比利时巧克力冰淇淋花筒 ベルギーチョコレートソフトクリーム

bǐ lì shí qiǎo kè lì shuāng xuán bīng qí lín huā tǒng

比利时巧克力双旋冰淇淋花筒 ２色ソフトクリームベルギーチョコレート

liú lián dàn tà

榴莲蛋挞 ドリアンタルト

xīn cǎoméi shèng dài

新草莓圣代 ニューストロベリーサンデー

mò jí tuō nǚ hái shù méi fēng wèi wú jiǔ jīng jī wěi jiǔ tè yǐn

莫吉托女孩树莓风味无酒精鸡尾酒特饮 ノンアルコールカクテル・ラズベリー風味モヒートガール

máng guǒ shuāng xuán bīng qí lín huā tǒng

芒果双旋冰淇淋花筒 ２色ソフトクリームマンゴー

máng guǒ bīng qí lín huā tǒng

芒果冰淇淋花筒 マンゴーソフトクリーム

māo shān wáng liú lián dàn tà

猫山王榴莲蛋挞 マウンテンキャットドリアンタルト

huáng táo duō duō dàn tà

黄桃多多蛋挞 黄桃タルト

shèng dài ( qiǎo kè lì )

圣代（巧克力） チョコレートサンデー

shèng dài ( cǎo méi )

圣代（草莓） ストロベリーサンデー

cuì pí tián tǒng

脆皮甜筒 ソフトクリーム

pú shì dàn tà

葡式蛋挞 ポルトガル式タルト
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xuě dǐng kā fēi

雪顶咖啡 アイスクリームフロートコーヒー

xuě dǐng ài ěr lán kā fēi

雪顶爱尔兰咖啡 アイスクリームフロートアイルランドコーヒー

bǎi shì kě lè

百事可乐 ペプシコーラ

xiāng yòu fēng mì chá

香柚蜂蜜茶 ゆずハチミツ茶

jīng diǎn kā fēi

经典咖啡 コーヒー

niú nǎi ( rè )

牛奶(热) ホットミルク

jīng diǎn nǎi chá

经典奶茶 ミルクティー

rè chéng C

热橙C ホットオレンジ

chún dòu jiāng ( tián )

醇豆浆(甜) 甘い豆乳

yù yuán huā qí lín

芋缘花淇淋 あずき黒蜜タピオカアイス

ào lì ào qí lín

奥利奥花淇淋 オレオアイス

xuě dǐng jiāo táng bù dīng

雪顶焦糖布丁 アイス乗せプリン

hóng dòu pài

红豆派 あずきパイ

rè guǒ dàn tà

热果蛋挞 ホットフルーツタルト

píng guǒ qì pào guǒ zhī yǐn liào

苹果气泡果汁饮料 アップルバブルジュース

hēi jiā lún xīn qìn

黑加仑沁饮 カシスドリンク

bīng mì táo hóng chá

冰蜜桃红茶 アイスピーチティー
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jiǔ zhēn guǒ zhī yǐn liào

九珍果汁饮料 フルーツジュース

xiāng chún nǎi chá

香醇奶茶 スイートミルクティー

hóng dòu yuán nǎi chá

红豆圆奶茶 あずき入りミルクティー

bù dīng nǎi chá

布丁奶茶 プリン入りミルクティー

shuāng pīn nǎi chá

双拼奶茶 あずき＆プリン入りミルクティー

hǎi yán jiāo táng fēng wèi huā qí lín

海盐焦糖风味花淇淋 塩キャラメル風味アイス

fěn hóng bǎi shì kě lè

粉红百事可乐 ピンクペプシコーラ

guài lì xuè dài fù hé guǒ zhī

怪力血袋复合果汁 怪力血液バッグミックスジュース

xuè chéng shuāng xuàn pài

血橙双炫派 ブラッドオレンジパイ

yù mǐ shā lā

玉米沙拉 コーンサラダ

shǔ tiáo

薯条 フライドポテト

tǔ dòu ní

土豆泥 マッシュポテト

xiāng tián sù mǐ bàng

香甜粟米棒 スイートコーン串

jūn gū sì bǎo tāng

菌菇四宝汤 キノコスープ

fú róng huì shū tāng

芙蓉荟蔬汤 野菜スープ

jīn shā xián dàn huáng ròu sū fàn tuán

金沙咸蛋黄肉酥饭团 塩漬け卵と肉佃煮ライスツイスター

zǒng huì péi gēn chǎo dàn pà ní ni

总汇培根炒蛋帕尼尼 ベーコンエッグパニーニ
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péi gēn dàn ròu sū fàn tuán

培根蛋肉酥饭团 ベーコンエッグと肉佃煮ライスツイスター

zhī shì jī ròu pà ní ni

芝士鸡肉帕尼尼 チーズチキンパニーニ

xiāng cuì shǔ bǐng

香脆薯饼 ハッシュポテト

zhōng shì zǎo cān quán cān

中式早餐全餐 中華朝食フルセット

xī shì zǎo cān quán cān

西式早餐全餐 洋式朝食フルセット

dōng gū huá jī zhōu

冬菇滑鸡粥 冬シイタケとチキンのお粥

yóu tiáo mài bǐng bèi dàn juǎn

油条麦饼被蛋卷 中華揚げパンと薄もちと卵のツイスター

xūn jī mài bǐng bèi dàn juǎn

熏鸡麦饼被蛋卷 スモークチキンと薄もちと卵のツイスター

ròu sū yóu tiáo fàn tuán

肉酥油条饭团 肉佃煮と中華揚げパンのライスツイスター

zhī shì zhū liǔ dàn bǎo

芝士猪柳蛋堡 チーズソーセージエッグサンド

péi gēn zhī shì dàn bǎo

培根芝士蛋堡 ベーコンチーズエッグサンド

xiāng nuò zǐ shǔ qiú

香糯紫薯球 紫イモボール

tài yáng dàn

太阳蛋 目玉焼き

niú ròu dàn huā zhōu

牛肉蛋花粥 牛肉と卵のお粥

chún dòu jiāng

醇豆浆 豆乳

ná tiě dòu jiāng

拿铁豆浆 豆乳ラテ

hēi Pro dòu jiāng

黑Pro豆浆 ブラック豆乳
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cháo shàn fēng wèi gān bèi dà xiā zhōu

潮汕风味干贝大虾粥 ちょうさん風味干し貝柱とエビのお粥

tián yuán cuì jī bǎo

田园脆鸡堡 コロッケ＆チキン・サンド

pí dàn shòu ròu zhōu

皮蛋瘦肉粥 ピーダンと肉のお粥

xiāng gū jī ròu zhōu

香菇鸡肉粥 シイタケとチキンのお粥

ān xīn yóu tiáo

安心油条 中華揚げパン

xiāng cuì shǔ bàng

香脆薯棒 ポテトスティック

xiāng nèn kǎo ròu bǎo

香嫩烤肉堡 バーベキューサンド

nèn kǎo yù mǐ jī ròu bǎo

嫩烤玉米鸡肉堡 コーンチキン柔らかローストサンド

sān gū chūn juǎn

三菇春卷 キノコ春巻き

xūn jī fǎ fēng shāo bǐng

熏鸡法风烧饼 スモークチキンフランスサンド

yóu tiáo ròu xiāng bèi dàn juǎn

油条肉香被蛋卷 中華揚げパンと肉と卵のツイスター

pí dàn shāo yā zhōu

皮蛋烧鸭粥 ピーダンとローストダッグのお粥

xuě cài sǔn dīng jī ròu zhōu

雪菜笋丁鸡肉粥 高菜タケノコチキンのお粥

péi gēn dàn fǎ fēng shāo bǐng

培根蛋法风烧饼 ベーコンエッグフランスサンド

xūn jī ròu bèi dàn juǎn

熏鸡肉被蛋卷 スモークチキンエッグツイスター

mì dòu zá liáng zhōu

蜜豆杂粮粥 蜜豆と雑穀のお粥
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chéng xīn chéng yì ná tiě

诚心橙意拿铁 まごころラテ

xiāng cǎo fēng wèi ná tiě ( rè )

香草风味拿铁(热） バニラフレーバーホットラテ

zhēn guǒ fēng wèi ná tiě ( rè )

榛果风味拿铁(热) ヘーゼルナッツフレーバーホットラテ

xiāng cǎo fēng wèi bīng ná tiě

香草风味冰拿铁 バニラフレーバーアイスラテ

zhēn guǒ fēng wèi bīng ná tiě

榛果风味冰拿铁 ヘーゼルナッツフレーバーアイスラテ

tài fēi zhēn guǒ ná tiě

太妃榛果拿铁 スイートヘーゼルナッツラテ

ná tiě kā fēi

拿铁咖啡 カフェラテ

měi shì kā fēi

美式咖啡 アメリカンコーヒー

mó kǎ kā fēi

摩卡咖啡 モカ

kǎ bù qí nuò kā fēi

卡布奇诺咖啡 カプチーノ

méi guī bái qiǎo kè lì fēng wèi mó kǎ

玫瑰白巧克力风味摩卡 ローズホワイトチョコフレーバーモカ

zhī shì zhū liǔ dàn pà nì ni

芝士猪柳蛋帕尼尼 チーズソーセージエッグパニーニ

zhī shì péi gēn dàn pà nì ni

芝士培根蛋帕尼尼 チーズベーコンエッグパニーニ

zhī shì dàn pà nì ni

芝士蛋帕尼尼 チーズエッグパニーニ

zhī shì zhū liǔ pà nì ni

芝士猪柳帕尼尼 チーズソーセージパニーニ
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téng jiāo nèn sǔn jī kuài fàn

藤椒嫩笋鸡块饭 ペッパーチキンメシ

xīn ào ěr liáng fàn

新奥尔良饭 ニューオリンズチキンメシ

tái shì lǔ ròu fàn xiǎo tǒng tào cān

台式卤肉饭小桶套餐 台湾式煮込み豚メシ小桶セット

rì shì gā lí jī fàn xiǎo tǒng tào cān 

日式咖喱鸡饭小桶套餐 日式カレーチキンライス小桶セット

K jì fàn tǒng shuāng rén tào cān

K记饭桶双人套餐 ケンタッキーメシ桶二人分セット

tái shì lǔ ròu bàn dàn fàn dà tǒng cān

台式卤肉伴蛋饭大桶餐 台湾式煮込み豚メシ大桶セット

rì shì gā lí jī fàn dà tǒng cān

日式咖喱鸡饭大桶餐 日式カレーチキンライス大桶セット

xīn ào ěr liáng fàn xiǎo tǒng tào cān 

新奥尔良饭小桶套餐 ニューオリンズチキンメシ小桶セット

xīn ào ěr liáng fàn dà tǒng tào cān 

新奥尔良饭大桶套餐 ニューオリンズチキンメシ大桶セット
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