
料理長おすすめメニュー Chef's Recommend 

台湾屋台で発見したデザート。
黒胡麻、ピーナツ、桂花（キンモクセイ）
三種の味でご賞味あれ！

Taiwanese sticky rice dumplings
with 3 f  lavors

台湾風
あったか白玉団子 3種盛り

￥330

4月・5月数量限定！

熱々ぷりぷり
エビの食感がたまらないエビ餃子。

Plumpy shrimp dumpling

ぷりぷりエビ餃子

￥440

6月・7月数量限定！

一つ一つ丁寧に巻き、
低温でじっくり時間をかけて
揚げたパリパリの春巻き。

Crispy Chinese Spring Rolls

パリパリ中華春巻き

8月・9月数量限定！

￥330

April and May only

June and July only

August and September only

月替わりのおすすめお粥
4月

6月

8月

5月

7月

9

焼きトマトのお粥
Apr. Rice porridge with grilled tomatoes

レモン香るさっぱりお粥

肉だんご粥

アーサ粥

エビ粥

鶏胸肉と青菜のお粥月

￥770
Jun. Rice porridge with lemon flavor ￥770
Aug. Rice porridge with meat dumpling ￥880

May. Rice porridge with sea lettus ￥770
Jul. Rice porridge with shrimp ￥880
Sep. Rice porridge with chicken breast and green vegetables￥880



お粥セット Rice porridge set ￥660

人気

NO1

New Menu!New Menu!New Menu! New Menu!New Menu!New Menu!

Soy milk tantanmen with herbs
トウニュウグリーンタンタンメン
豆乳グリーン担担麺

Hot and sour rice noodles 
サンラータンメン
酸辣湯麺

 Soymilk TanTan-men
トウニュウタンタンメン
豆乳担々麺

Tonan original seafood ramen
タンツーメン
東南風担仔麺

￥880 ￥880

￥880 ￥950



￥330
Lu Rou Fan (Braised pork-over-rice-bowl)

ルーローファン魯肉飯 （ミニ飯）

￥440
Pai Gu Fan (Fried pork-over-rice- bowl with starchy sauce)

パイコーファン排骨飯 （ミニ飯）



点心セット
Dim sum set

￥440

｠焼き肉マン
Grilled meat bun

￥330

小籠包
Soup dumpling

￥330

エビ焼売
Steamed meat dumpling

￥330

雲吞スープ
Wanton soup

￥330

お子様セット
Kid’s Dim sum Set

￥660

1～12さい

限定



アイス春餅巻き
Chef's original spring roll ice 
(Vanilla ice rolled up with rice cake)

￥440

￥330

杏仁豆腐選べるソースの
Almond jelly with sauce on the side 

ドリンクバー

￥330

ソフトドリンク

self-service drink station



杏仁豆腐
Almond jelly

with sauce on the side

￥330

｠焼き肉マン
Grilled meat bun

￥330

エビ焼売
Steamed meat dumpling

￥330

テイクアウト始めました。お持ち帰りO K！
人気No1おかゆや3種類の味が楽しめる点心セット等、人気点心のお持ち帰りを始めました。
ご家族やお友達へのおみやげにどうぞ。

お粥セット
Rice porridge set

￥660

人気

NO1

点心セット
Dim sum set

￥440

排骨飯
Pai Gu Fan

Fried pork-over-rice- bowl
with starchy sauce

Braised pork-over-rice-bowl

￥440

魯肉飯
Lu Rou Fan 

￥330

パイコーファン（ミニ飯） ルーローファン（ミニ飯） 焼き肉まん・焼売・ちまき

選べるソースの

※税込価格につきまして、店内飲食でもお持ち帰りでも同一価格となります。
※軽減税率による消費税の差分は、お持ち帰り商品の容器代として充当させていただいております。



朝食利用で大人入園料割引
Price o f f  admiss ion  o f fadmiss ion  to  the  garden for

breakfas t  customers .

お食事のあとは、朝靄の気持ちいい園内を
散策しませんか。

大人・高校生・シニア（60歳以上）
Adults, seniors and high schoolers

Discount!

税込￥770


