
当店では、常に旬の素材を使用し、その素材が持つ風味を最大限
に引き出す工夫をしております。添加物や化学調味料を使用せ
ず、素材本来の味を活かすことを心掛けております。
夏はキャベツ、冬は白菜を中心に具材と調和させた
餃子の美味しさを味わっていただきたいと思い
ます。

気軽にカジュアルな雰囲気の中で、ゆっ
たりとした時間を過ごしていただ
けたら最高です。

餃子バル

GYOZA BAR

厳選したブレンド小麦粉を使い、麦粉の甘さを感じ、もっ
ちりとした食感が味わえます。

国産の豚肉を使い、当店オリジナル配合により甘みを最
大限に引き出した自慢の餡（あん）です。キャベツ・白菜な
どは季節により品質の良いものを厳選しています。

餃子の風合いに合わせて、手作りします。
（化学調味料・添加物なし）

野菜の甘みを引き出す、手作りドレッシング。

国産米

水・焼き・蒸しの３種類です。

皮：

具：

タレ：

ドレッシング：

米：

餃子：



【アレルギー表示について】食品衛生法にて表示が義務付けられている６品目についてマークで表示しています。但し、本来その商品に使用しない食材が調理
の段階で付着・混入する可能性があり、絶対的なものではありません。最終的には、お客様ご自身がご判断下さい。

餃子

MAIN
MENU

焼き餃子

¥480（３pieces）
１個追加：+￥160
皮がしっとり、焼き面がサクッと、一口噛むともっちり
感が味わえます。具は野菜と肉の旨味が絶妙にマッチし、
肉汁も程よく、飽きの来ない逸品です。

水餃子

¥480（３pieces）
１個追加：+￥160
手作りの皮ならではのモチモチ感、
ジューシーな餡、ツルんとした食
感がたまらない水餃子です。

蒸し餃子
¥480
（３pieces）
モチモチの皮、肉の旨味と野
菜の旨味が一体になった熱い
肉汁が口の中に溢れて来ます。

水餃子

¥550（３pieces）
１個追加：+￥180

ニンニクとパセリのソースが絶妙に
マッチしています。

水餃子

¥550（３pieces）
１個追加：+￥180

普通の味では物足らない、ちょっと刺激のあ
るピリ辛がお好きな方におススメです。

水餃子

¥580（３pieces）
１個追加：+￥190

熟成青森ニンニクのパワー、餃子にマッ
チして、さらにコクが生まれます。

熟成
青森ニンニク

【特製酢醤油】

【特製酢醤油】

【自家製ピリ辛ソース】

【自家製青森黒にんにくソース】

【特製ガーリックパセリソース】

国産豚
100%

当店
人気
No.

Fried Pork Dumplings
焼

水

水

水

水

蒸

オス
スメ



スタミナニラ玉餃子

¥380（２pieces）
１個追加：+￥190
本場・中国の家庭料理です。
とてもシンプルですが、やみつきになる味です。
是非、一度はお試しあれ。

鶏肉とキノコのヘルシー餃子

¥550（３pieces）
１個追加：+￥180
バジルソースの爽やかな風味とキノコの旨味でイ
タリアン風餃子に。白ワインと良く合います。

【自家製バジルソース】

スパイシーキーマカレー餃子

¥600（３pieces）
１個追加：+￥200
フレッシュトマトとタマ
ネギをじっくり煮込んだ
コクと甘みを楽しめるス
パイシーなキーマカレー
を閉じ込めた餃子です。

蒸しエビ餃子

¥450（４pieces）

【特製酢醤油】

オス
スメ

オス
スメ

豚キムチチーズかけ餃子
¥680（３pieces）
１個追加：+￥220

豚キムチチーズかけ餃子
¥680（３pieces）
１個追加：+￥220

蒸しエビ餃子

モチモチの皮とプリプリエビの食
感がたまらない一品です。

¥450（４pieces）

焼

焼

焼

焼
焼

蒸

当店
人気
No. 豚キムチ餃子

¥450（３pieces）
【特製酢醤油】

１個追加：+￥150
豚肉と相性の良い発酵食品キムチ
の組み合わせは、とてもジューシー
で食べ応えがあります。
ビールにとても良く合います。

豚キムチ餃子

¥450（３pieces）
【特製酢醤油】

１個追加：+￥150
豚肉と相性の良い発酵食品キムチ
の組み合わせは、とてもジューシー
で食べ応えがあります。
ビールにとても良く合います。

モチモチの皮とプリプリエビの食
感がたまらない一品です。

※配膳の都合により、お皿が写真と異なる場合もございますので、予めご了承下さい。

※表示価格は、全て消費税別価格となります。

チーズと組み合わせることで、さらに
コクが増し、やみつきになります。
チーズと組み合わせることで、さらに
コクが増し、やみつきになります。



サラダ

SIDE
MENU 高のグリーンサラダ

¥900
¥650（ハーフサイズ）

きのこサラダ
¥950

食物繊維が豊富で低カロリーなヘルシーきのこを
たっぷり使用しています。

ビールに良く合います！

¥650
オイルサーディン 
ネギ焼き

¥550
厚切りベーコン

¥600
アンチョビキャベツ

¥600

【アレルギー表示について】食品衛生法にて表示が義務付けられている６品目についてマークで表示しています。但し、本来その商品に使用しない食材が調理
の段階で付着・混入する可能性があり、絶対的なものではありません。最終的には、お客様ご自身がご判断下さい。

肉料理

¥950

風味豊かな黒酢ソースで仕上げ
た、食べごたえのある一品です。

スパイシーよダレとり
¥800

思わずヨダレが出るほど美味しい
一品です。紹興酒と良く合います。

美桜鶏とキャベツの
ピリ辛チーズ焼き

¥790

高タンパク、低カロリーで美活
にピッタリ。

中国風豚の角煮
¥950

豚の甘味と、八角の香りを味わえ
る料理です。食欲が湧いてきます。

¥700
ぷりぷりエビとツルツル春雨の食感がたまらない
中華風のさっぱりサラダです。

Salad

Meat Dish

Steamed Vegetables

当店
人気
No.

当店
人気
No.

当店
人気
No.

オス
スメ

エビと春雨さっぱりサラダエビと春雨さっぱりサラダ

きのこのガーリック
バターソテー

スペアリブ香味黒酢ソース

きのこ好きな方にはたまらない、
きのこタップリのソテーです。ガー
リックが効いてクセになります。

とてもジューシーなベーコンは、
ビールと抜群に合います。

とてもシンプルですが、キャベツと
アンチョビの相性はバッチリです。

オス
スメ

オス
スメ

食生活に不足しがちなビタミンを補給
できるフレッシュ野菜をふんだんに
使っています。

美桜鶏
100%
美桜鶏
100%

温野菜、お酒によく合う一品



揚げ物

長芋の素揚げ

¥600チーズフライ
¥600

フライドポテト  ¥450
フィッシュ＆チップス ¥780

当店
人気
No.

オス
スメ

オス
スメ

Fried food

¥450¥500¥650
中華春巻き（２本）パリパリチーズパイレンコンチップス

つまみ

いぶりがっこクリームチーズ和え
       （クラッカー付）

¥650

噛めば噛むほど燻製の香りが口中に広がり、パリパリ
とした食感も楽しめます。いろんなお酒に合います。

くせになるピータン冷菜 ¥400

ミックスナッツ  ¥450

２色ガーリックオリーブ ¥450

スペイン産生ハム  ¥500

¥500 スモーキーフレーバーは完璧です。
お酒との相性はバッチリです。

オス
スメ

Small Dishes for Alcohol

燻製ムール貝のオイル漬け

DESSERT

お食事の後のお口直しに是非！

オス
スメ

プルンプルンの杏仁豆腐 ¥300プルンプルンの杏仁豆腐 ¥300

※配膳の都合により、お皿が写真と異なる場合もございますので、予めご了承下さい。

※表示価格は、全て消費税別価格となります。



営業時間：17時～23時（ラストオーダー：22時30分）
定休日：毎週 月曜日
各種パーティーや忘年会、新年会、女子会などのご利用・特別メニューも受け付けております。
また、貸切（20名様以上）でのご利用も可能ですので、是非ご相談下さい。

045-989-4955TEL:
http://www.cou.yokohama/

餃
子バル

G

YO ZA BAR

餃子バル
〒227-0063  神奈川県横浜市青葉区榎が丘 26-13 1F

素材を生かした　本格手作り餃子の店

¥480
レーズン入り
キャロットラペ

ピリ辛ザーサイ
¥350

フランスの家庭料理で、女性には嬉
しいあっさり仕上げた人参の千切り
サラダ♪ヘルシーにビタミン補給！

香辛料がほど良く効いた深み
のあるザーサイです。

ツナと小松菜ナムル
¥480

栄養満点で低カロリーな小松菜！
ご飯にもお酒にも合う味付けです。

さっぱり梅くらげ
¥400

梅の酸味が、くらげのコリコリ
感によくマッチしています。

¥500
ナスの旨味がたっぷり楽しめる一品です。

お好きな前菜３点盛 　   ¥850

お好きな前菜５点盛 　¥1,100

オス
スメ前菜

当店
人気
No.

オス
スメ

¥550
レンコンのシャキシャキ感と
クリームチーズ明太の濃厚な味わいが
クセになります。

レンコンの
明太クリームチーズ和え

Appetizer

ナスの中華風黒ゴマ和えナスの中華風黒ゴマ和え

Rice

ライス
（国産米）

¥280
餃子には、やっぱり白いご飯が
欲しくなりますよね。

一度食べたら、やみにつきになってしまう
高特製チャーハンです。

¥980

ごはん
オス
スメ

当店
人気
No.

ラム肉キーマカレー
¥1,000

やみつき黒チャーハンやみつき黒チャーハン

大盛り＋50円

大盛り＋200 円

角煮丼
〆に相応しい角煮どんぶりです。

¥700

フレッシュな完熟トマトをふんだん
に使ったラム肉のキーマカレーです。
フレッシュな完熟トマトをふんだん
に使ったラム肉のキーマカレーです。
フレッシュな完熟トマトをふんだん
に使ったラム肉のキーマカレーです。

※表示価格は、全て消費税別価格となります。


