
龍宮
広東名菜

リュウキュウ

Please let us know if you have any food allergies.

※We use Japanese rice.

アレルギーをお持ちの方はスタッフにお声掛けください

※国産米を使用しております。



탕탕면 또는 차슈 국수,수제 군만두(하프),반 볶음밥,디저트

ランチセットメニュー
Lunch set menu
점심 세트 메뉴

餃子 ¥2,000
担々麺              又はチャーシュー麺 | 手作りアグー焼き餃子(ハーフ)｜半炒飯｜デザート
Gyoza Set ( Dandan noodles or Noodols with sliced pork,Homemade pork “Agu” dumplings(half),Dandan noodles,Half frid rice, Dessert )

마파 두부,탕수육,오늘의 스프,백반,디저트

¥2,000
麻婆豆腐 | 酢豚 | 本日のスープ | 白飯 | デザート
Mabo tofu Set ( Mabo tofu,Sweet and sour pork Today’s soup, Rice, Dessert )

돼지 고기와 목이 버섯 계란 볶음,벗겨 새우 칠리 소스 볶음,오늘의 스프, 백반, 디저트

セット ¥2,000
豚肉キクラゲの卵炒め | 剥き海老のチリソース｜本日のスープ | 白飯 | デザート
Mooshuiro Set ( Stir-fried pork and wood ear with eggs, Stir-fried shelled shrimp with chili sauce, Today’s soup,Rice, Dessert )

세트 메뉴는 밥, 스프가 무제한 입니다. 직원에게 말씀해주세요.

※セットメニューは、ライス、スープのおかわりが自由になっております。スタッフにお声がけください。
The set menu is free for rice and soup. Please speak to the staff.

※上記料金に、消費税及びサービス料を含みます。

※写真はイメージです

Image is for illustration purposes. 
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セット

麻婆セット

木墀肉

(パクチー入り)



쇠고기 오목 굴 소스볶음,게 들어가 계란말이,오늘의 스프,백반,디저트

¥2,000
牛肉五目オイスターソース | 蟹肉入り玉子焼き｜本日のスープ｜白飯 | デザート
Beef Set ( Stir-fried beef and vegetables in oyster sauce, Fried egg with crab, Today’s soup, Rice, Dessert )

セット

회 과육, 차슈 국수, 백반, 디저트

¥
回鍋肉 | 担々麺　　　　　　　又はチャーシュー麵 | 白飯 | デザート
Hoikoro Set ( Twice cooked pork, Noodols with sliced pork,Today’s soup, Rice, Dessert )

2,000

牛肉 セット

回鍋肉
(パクチー入り)

ランチセットメニュー
Lunch set menu
점심 세트 메뉴

쇠고기 피망 볶음, 벗겨 새우 칠리 소스 볶음,오늘의 스프, 백반, 디저트    

牛肉ピーマン セット ¥2,000
牛肉ピーマン | 剥き海老のチリソース | 本日のスープ｜白飯 | デザート
Stir-fried beef & green pepper Set ( Stir-fried shelled shrimp with chili sauce, Today’s soup, Rice, Dessert )

세트 메뉴는 밥, 스프가 무제한 입니다. 직원에게 말씀해주세요.

※セットメニューは、ライス、スープのおかわりが自由になっております。スタッフにお声がけください。
The set menu is free for rice and soup. Please speak to the staff.

※上記料金に、消費税及びサービス料を含みます。
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※写真はイメージです

Image is for illustration purposes. 



볶음 밥 류

오목 볶음밥

ランチ飯類
Rice ( Lunch )

五目チャーハン ¥1,300
Fried rice with five ingredients

※ランチ飯類はスープが付いております。

Rice (Lunch) is served with soup. / 라이스 (점심)는 스프와 함께 제공됩니다.

소고기 양상추 볶음밥

牛挽肉レタスチャーハン ¥1,300
Fried rice with minced beef and lettuce

천진반 [중국식  오믈렛]

天津飯 （剥き海老入り） ¥1,300
Chinese style omelet on rice

※上記料金に、消費税及びサービス料10%を含みます。

※写真はイメージです

Image is for illustration purposes. 
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면　류

탄탄면

ランチ麺類
Noodles ( Lunch )

担々麺 （パクチー入り） ¥1,300
Dandan noodles

￥ 300 을 추가하시면 반 볶음밥 세트도 주문하실 수 있습니다.

You can also order half fried rice set at plus ¥ 300.

※写真はイメージです

타이완라면

台湾ラーメン （パクチー入り） ¥1,300
Taiwanese style ramen noodles

나가사키 짬뽕

長崎ちゃんぽん ¥1,300
Nagasaki Chanpon noodles

야채 미소라면

野菜味噌ラーメン ¥1,300
Vegetable miso ramen noodles

파라면

葱ラーメン ¥1,300
Noodles with leek

차슈라면

チャーシュー麺 ¥1,300
Noodles with sliced pork

오목라면

五目ラーメン ¥1,300
Noodles with five ingredients

You can choose a variety of ramen noodles. / 라면의 익힘 정도를 선택하실 수 있습니다.
※ラーメン各種辛味入りもお選びいただけます。

プラス\300で半チャーハンセットもご注文いただけます。

Image is for illustration purposes. 

※上記料金に、消費税及びサービス料10%を含みます。
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면　류

ランチ麺類
Noodles ( Lunch )

주방장 추천 기간 한정 메뉴

料理長おすすめ期間限定メニュー

국물없는 탄탄면

汁なし担々麺

¥1,300

Soupless Dandan noodles

오목  볶음소바

五目焼きそば ¥1,300
Fried noodles with five ingredients

광동풍  볶음소바

広東風焼きそば ¥1,300
Cantonese fried egg noodles

￥ 300 을 추가하시면 반 볶음밥 세트도 주문하실 수 있습니다.

You can also order half fried rice set at plus ¥ 300.
プラス\300で半チャーハンセットもご注文いただけます。

야끼소바

ランチ焼きそば類
Fried Noodles ( Lunch )

¥1,300

※上記料金に、消費税及びサービス料10%を含みます。
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麻辣担々麺
Mala dandanmian
마랄탄탄면

～山椒の効いたピリ辛麺～

The chef ’s recommendation limited-time menu

~Spicy Japanese pepper~
산초 짠 매운 국수~ ~

（パクチー入り）

（パクチー入り）



춘권(3개入)

春巻き （3本） ¥1,200
Spring rolls (3)

새우 찐만두(4개入)

海老餃子（4個） ¥1,200
Shrimp gyoza(4)

소룡포(4개入)

アグー小龍包 （4個） ¥1,300
Local pork “Agu” Xiaolongbao dumplings(4)

오늘의 야무차 모듬[찐만두 모듬]

本日の飲茶盛り合わせ ¥3,000
Assorted dim sum

오키나와산　돼지고기 군만두(16개入)

手作りアグー焼き餃子 （たれ付）（16個入り） ¥2,000
Homemade pan-fried local pork “Agu” dumplings(sith dipping sauce)(16)

딤　섬　류

点心
Dim sum

※写真はイメージです

Image is for illustration purposes. 

※上記料金に、消費税及びサービス料10%を含みます。
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사탕수수 소스 안닌두부 [우유 두부]

黒蜜杏仁豆腐 ¥800
Brown suger almond jelly

참깨 찹쌀떡

ゴマ団子 ¥800
Fried sesame ball

아이스크림 (오늘의 아이스크림을 직원에게 물어봐주세요.)

アイスクリーム （日替わりの為スタッフにお尋ねください） ¥350
Ice cream (Please ask the staff for the daily speceials)

디　저　트

デザート
Desserts

※写真はイメージです

Image is for illustration purposes. 

※上記料金に、消費税及びサービス料10%を含みます。
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