
当店２大名物料理！！

まずはコレ !!

中華といえば !!

最初に何を注文するか悩んだら、おすすめはコレ!!

見て、食べて納得! コスパ最強、絶対お得な逸品。

山海の幸、 ５種類をバランス良く盛り合わせた

リピート率８０％越えの 「前菜盛り合わせ」 !!

辛さを出すオリジナル配合の豆板醤。味に深みを

出すトーチー。 じっくり１時間以上手間暇掛けて

作る甜麺醤。

麻婆豆腐にはかかせない風味豊かな四川花椒。

調味料からこだわり抜いた麻婆豆腐はリピーター

大多数！！

前菜盛り合わせ

￥５４０

￥５４０麻婆豆腐

刺激を求めるお客様にオススメ。

辛さのレベルをスタッフまでお知らせ下さい （２倍～１５倍）

ちなみに辛いのを好きなシェフは５倍をオススメしてます。

￥６４０
激辛!!麻婆豆腐

※金額は税別表記となっております。

※内容は日替わりです。

※写真は激辛麻婆豆腐。

　ノーマルの麻婆豆腐はここまで赤くなく

　辛くないです。

※お通し代 \400 いただいております。



国産豚肩ロースを秘伝のタレに一晩
漬け込みました。
数量限定！！

￥６２０自慢のチャーシュー

※金額は税別表記となっております。

～前菜～

￥６００自家製蒸し鶏

丸鶏１羽から時間をかけて仕込んでます。
棒々鶏ソースとネギソースの２種で味わい
下さい。

ザーサイ ￥３５０ ￥３５０キムチ

青島ピータン ￥４５０ ￥３５０枝豆
ちんたお



中華冷菜の定番‼

皿うどん麺のパリパリ感と
野菜のシャキシャキ感を
お楽しみ下さい。

￥６００コリコリ く ら げ

￥６００長崎サラダ

￥３５０キュウリのゴマ油和え

※金額は税別表記となっております。

～前菜～

～サラダ～

￥６８０３種チーズの盛り合わせ

￥５２０水菜と大根のシャキシャキサラダ

￥６００蒸し鶏のピリ辛サラダ



毎日、 使用する分を包んで提供しています。
にんにく不使用！　
お好みでにんにく入り豆板醤をご利用下さい。

￥４２０本気の鉄板焼き餃子（６個）

※金額は税別表記となっております。

～点心～

￥４２０水餃子のゴマソースかけ（６個）

本場中国では餃子といえば水餃子。
てんねんｍａｒｋｅｔでは自家製のゴマソース
をかけて提供してます。

こだわり焼売（３個） ￥４５０ ￥４５０プリプリえび餃子（３個）

アツアツ小籠包（３個） ￥４８０ ￥５４０えび餃子と焼売の蒸し合わせ（各２個）

※￥１５０／１個 で増量できます。 ※￥１５０／１個 で増量できます。

※￥１６０／１個 で増量できます。

※￥１５０／１個 で増量できます。 ※￥１５０／１個 で増量できます。

※￥１６０／１個 で増量できます。



銘柄鶏 「ありたどり」 を使用。
自家製山椒塩で召し上がれ。
※￥１２０／１個 で増量出来ます。

￥４８０鶏の唐揚げ（４個）

￥３２０パリパリ中華春巻（２本）

※金額は税別表記となっております。

～揚げもの～

￥３８０フライドポテト

￥４８０長崎郷土料理　ハトシ￥４５０ミニチーズ巻揚げ（６個）

￥７２０ホタテ貝のベーコン巻フライ（４個） ￥５８０タコの唐揚げ

※￥１６０／１本 で増量できます。※￥１６０／１本 で増量できます。

※￥１８０／１本 で増量できます。※￥１８０／１本 で増量できます。



中華王道料理。
フワフワ玉子とシャキシャキ野菜と一緒
に召し上がれ。

￥７５０エビチリ

※金額は税別表記となっております。

～温菜・炒め物～

￥７５０エビマヨ

女性人気Ｎｏ．１ ！！
子どもも大人もみんな大好きメニュー。

豚肉の甘酢炒め ￥７２０ ￥７２０豚肉の黒酢炒め

エビとスイートコーンと彩り野菜の塩炒め ￥７８０

エビと季節野菜の豆板醤ソース炒め ￥７８０

エビと卵と旬野菜のあっさり炒め ￥７８０

厳選！！旬野菜のあっさり炒め ￥６８０



銘柄鶏 「ありたどり」 とカシューナッツ
の香ばしさがコラボした料理。

￥７２０鶏肉と野菜のカシューナッツ炒め

※金額は税別表記となっております。

～温菜・炒め物～

￥７２０巻野菜で食べる ! 豚肉の甜麺醤仕上げ

テレビにも取り上げられた人気メニュー。
自家製甜麺醤で仕上げた豚肉を薬味を
のせてさっぱり巻野菜で！

スタミナ！ レバニラ炒め ￥６５０ ￥８８０牛肉と彩り野菜のブラックペッパー炒め

豚キムチ炒め ￥７２０ ￥１,７８０長崎県産牛モモ肉のステーキ

良いお肉を使っているのでちょっと高いですが ...

食べれば納得。

良いお肉を使っているのでちょっと高いですが ...

食べれば納得。



長崎名物のひとつ。
パリパリの揚げ麺にエビ ・ イカ ・ 豚肉 ・
野菜が入った甘めのあんかけ料理。

中華料理屋で 「チャーハンを食べれば
その店の味がわかる」 といわれている料理。
今まで一番作った回数が多く、 シンプルで
定番で、むずかしく、得意な料理です。
〆に、お子様に、食事にぜひどうぞ。

￥８００長崎皿うどん（細麺）

￥６８０店主こだわりチャーハン

￥７８０汁なし 四川担々麺

※金額は税別表記となっております。

～麺・ごはんもの～

￥８８０汁あり 濃厚担々麺

￥７８０蒸し鶏と細切りねぎの和え麺

￥７８０にんにくチャーハン

￥７８０ケチャップチャーハン

￥７８０キムチチャーハン

￥９８０カニチャーハン

￥２００白ごはん

￥２５０白ごはん（大）

￥２００中華蒸しパン（１個）



シェアにオススメ。
「インスタ映え」 まちがいなし！？
内容は日替わり、 スタッフまで

￥６８０しあわせのスウィーツ盛り合わせ ￥２８０ゆずシャーベット

※金額は税別表記となっております。

～デザート～

￥２８０濃厚バニラアイス

￥３３０バニラアイスチョコソース

￥３３０バニラアイスブルーベリーソース

￥３３０きなこ揚げゴマ団子（２個）

￥３００ミニ桃まん （３個）￥３００ゴマ揚げ団子（２個）

￥３２０杏仁のデザート ￥４００ミニパフェ マンゴープリン

※￥１５０／１個 で増量できます。 ※￥１００／１個 で増量できます。※￥１５０／１個 で増量できます。 ※￥１００／１個 で増量できます。



コ－ス料理の ご予約も受け賜ります。 （料理３,０００円より ・ ２名様から）

お客様のご要望をお受けします。

料理内容に関しては、 例えば

① 若い人が多いのでボリューム重視で。

② 量は少なめでいいので質重視で。

③ 麻婆豆腐を入れたメニュー内容で。

④ 金額は上がって良いので、 フカヒレ姿煮を入れて欲しい。 etc...

事前にお知らせいただければ、 できる限りご用意いたします。

またプラス １,５００円で 2 時間飲み放題も ご利用いただけます。

（グループ同一注文でお願いします）　　詳しく はスタッフまで。

当店のお会計はテーブルにてお願いします。
お会計の際はスタッフまでお知らせ下さい。

コース料理 ・飲み放題のご案内

通常、 当店は夜のみの営業ですが、 事前にお知らせいただければお昼の

ご予約も承ります。

今までのご利用例、

① 還暦などの慶事でのご利用。（ちゃんちゃんこの貸出もできます）

② 法事の後の会食でのご利用。（寺町のすぐ近くなので交通アクセスも便利）

③ 昼開催の忘年会 ・ 新年会などの会社の飲み会。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（お昼の飲み会場所に困ったらぜひ）

営業時間外となりますので、基本貸切にてご利用いただけるメリットもあります。

人数、 ご予算等お気軽にご相談下さい。

昼営業のご案内



リーズナブルで美味しい中華を長崎で！！

当店は 「market （市場）」＝「人の集まるところ」 の意でお客様に気軽に

集まって頂けるお店を目指しています。

ご家族、 お友達、 会社仲間、 お一人様 etc...　幅広いお客様に楽しんで

飲食していただけるよう、 店内全席禁煙にて営業いたしております。

（愛煙家のお客様は店外に喫煙スペースを設けております）

中華一筋２０年以上のオーナーシェフの青木由邦が作るこだわりの料理を

ご堪能下さい。

幼い頃から料理を作ること、食べることが大好きで、名古屋の大学在学中に

まかないを食べれるという理由で、中華料理屋でアルバイトしたことがきっ

かけで、卒業後中華料理の世界に飛び込む。

２０００年　「餃子の王将」に就職し、料理・接客・経営の基礎を学ぶ。

２００３年　地元長崎に帰ってきて「ホテルニュー長崎 桃林」にて

　　　　　　本格的に料理を学び、約１４年修行をする。

２０１７年　念願である「てんねん market」をオープン。

　　　　　　オーナーシェフとして日々奮闘中。

オーナーシェフ　青木由邦　プロフィール

てんねんｍａｒｋｅｔの店名の由来と想い


