
ランチセットメニュー
Lunch set menu

Eセット
  （麻婆豆腐、半チャーシュー麺、白飯、デザート１品）

）tresseD ,eciR ,tellif krop detsaor htiw seldoon nemaR ,ufod obaM（teS E

1,500 円

Dセット
  （手作りアグー焼き餃子、半チャーシュー麺、半チャーハン、デザート１品）

sgnilpmud ”ugA“ krop lacol deirf-nap edamemoH(teS D , Ramen noodles with roasted pork fillet,
         Half-size fried rice, Dessert)

1,500 円

Cセット
  （牛肉とピーマンの細切り炒め、若鶏の唐揚げ特製油淋ソース、
　本日のスープ、白飯、デザート１品）

 C Set（Stir-fr ied beef  and green peppers  ,  Deep fr ied chicken with special  oi l  and vinegar  sauce ,  Today soup,  Rice,  Desser t）

1,500 円

Ｂセット
  （剥き海老と玉子の炒め、酢豚、本日のスープ、白飯、デザート１品）

）tresseD ,eciR ,puos yadoT ,krop ruos dna teewS ,etelemo spmirhs deleeP（teS B

1,500 円

Ａセット
  （牛肉のオイスターソース炒め、蟹肉入り玉子焼き、本日のスープ、白飯、デザート１品）

）tresseD ,eciR ,puos s’yadoT ,ettelemo taem barC ,sretsyo dna faeb decilS（teS A

1,500 円

上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。
Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.

(お任せ1品付)

※写真はイメージです。

※セットのライス､スープは御代わり頂けます｡お声掛け下さい。

回鍋肉セット                                                       1,500 円
  （ホイコーロー、半ラーメン、白飯、デザート１品）

Twice cooked pork Set（Twice cooked pork,  Ramen noodles ,  Rice,  Desser t）



ランチセットメニュー
Lunch set menu

海鮮セット
  （貝柱の黒味噌オイスターソース炒め、飲茶三種、白身魚の蒸し物、スープ、白飯、デザートブッフェ）

 demaetS ,）seiteirav3（mus miD ,snaeb kcalb dna spollacs deetuaS（tes doofaeS fish, Soup, Rice, Dessert buffet）

2,000 円

中華セット
  （手作りアグー焼き餃子、酢豚、スープ、白飯、デザートブッフェ）

 )teffub tresseD ,eciR ,puoS ,krop ruos dna teewS ,sgnilpmud ”ugA“ krop lacol deirf-nap edamemoH(tes esenihC

2,000 円

五目セット
  （牛肉のオイスターソース炒め、飲茶三種、剥き海老のチリソース、スープ、白飯、デザートブッフェ）

）teffub tresseD ,eciR ,puoS ,ecuas llihc ni snwarp deleeP ,）seiteirav3（mus miD ,sretsyo dna feeb decilS（tes dexiM

2,000 円

上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。

－　점　심　메　뉴　－

해선SET ( 검은콩소스 관자볶음, 딤섬3종류, 생선찜, 스프, 공깃밥,디저트)

오목SET（ 소고기 굴소스 볶음, 딤섬3종류, 새우칠리소스 볶음, 스프, 공깃밥, 디저트）

중화SET（오키나와산 돼지고기 군만두, 탕수육, 무침, 절임, 스프, 공깃밥, 디저트）

상기 요금과는 별도로 서비스료 10% 가 부가되오니 양해 부탁드립니다.
Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.

※写真はイメージです。

(お任せ１品付)



担々麺（パクチー入り）
Tantanmen-noodles (with coriander)  /  닭튀김 특제 유림소스 
*Szechuan-style dish of noodles in sesame paste and chili oil sauce

1,2 00 円

ランチ麺類
Noodles(Lunch)

野菜味噌ラーメン
Vegetable miso ramen noodles  /  야채미소라면

1,2 00 円

台湾ラーメン（パクチー入り）
Taiwanese style ramen noodles  /  탄탄면 (고수 첨가) 

1,2 00 円

五目入りつゆそば
Soba noodles with five ingredients  /  오목 라면

1,2 00 円

チャーシュー入りつゆそば
Soba noodles with sliced pork  /  차슈라면

1,2 00 円

上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。

豚骨ラーメン
Tonkotsu ramen  /  돈코츠라면

1,2 00 円

※プラス200円で半 チャーハンセットもご注文頂けます。

－　면 류　－

　/  ２0０円 추가시 볶음밥(小)추가가 가능합니

1,2 00 円長崎ちゃんぽん (辛味入りも選べます)
Nagasaki Chanpon noodles  /  나가사키짬뽕  

1,2 00 円剥き海老入りつゆそば
Soba noodles with peeled shrimp  /  새우라면  

1,2 00 円葱つゆそば
Soba noodles with leek  /  파라면   

상기 요금과는 별도로 서비스료 10% 가 부가되오니 양해 부탁드립니다.
Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.

(お任せ1品付)

※写真はイメージです。

期間限定

冷麺                                                              1,3 00 円
 Cold Chinese noodles



五目焼きそば
Fried noodles with five ingredients

1,200 円

牛肉入り焼きそば
Stir-fried noodles with beef

1,200 円

剥き海老入り焼きそば
Stir-fried noodles with peeled shrimps

1,200 円

豚肉入り焼きそば
Stir-fried noodles with pork

1,200 円

広東風焼きそば
Cantonese fried egg noodles

1,200 円

広東風焼きビーフン
Cantonese fried rice noodles

1,200 円

上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。

오목 볶음국수

소고기 볶음국수

새우 볶음국수

돼지고기 볶음 국수

광동풍 볶음 국수

광동풍 볶음 쌀국수

상기 요금과는 별도로 서비스료 10% 가 부가되오니 양해 부탁드립니다.
Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.

ランチ麺類
Noodles(Lunch)

－　면 류　－

(お任せ１品付)

※写真はイメージです。



ランチ飯類
R i c e ( L u n c h )

上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。

 － 볶 음 밥 류 －

五目チャーハン
Fried rice with five ingredients

1,100 円

오목 볶음밥

剥き海老チャーハン
Fried rice with peeled shrimp

1,100 円

새우 볶음밥

海鮮レタスチャーハン
Fried rice with seafood and lettuce

1,100 円
해선 양상추 볶음밥

1,100 円牛挽肉レタスチャーハン（XO醤入りも可）
Fried rice with ground beef and lettuce (XO sauce added on order)
다진 소고기와 양상추 볶음밥 (중화풍XO장 첨가도 가)  

1,100 円からし菜入り鮭炒飯（からし菜抜きも承ります）
Fried rice with salmon and mustard leaves (available without mustard leaves on order)
갓이 들어간 연어 볶음밥 (갓 분리도 가능합니다)

1,200 円天津飯 (剥き海老入り）
Chinese style omelet on rice
천진반[중국식 오무라이스]

1,200 円マーボーかけご飯
Mabo with rice
마파두부 덥밥

） 1,100 円お粥（海鮮、牛肉、ピータン、ヨモギ
Congee
중화풍 죽(해선, 소고기, 숙성오리알 [피단], 쑥)

상기 요금과는 별도로 서비스료 10% 가 부가되오니 양해 부탁드립니다.
Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.

(お任せ1品付)

※写真はイメージです。



上記料金に、消費税及びサービス料
10％を別途頂戴いたします。
Consumption tax and a 10% service charge 
will be added to the price shown adove.

상기 요금과는 별도로 서비스료 10%
가 부가되오니 양해 부탁드립니다.

春 巻 き（ 3 本 ）
/ ）  춘권 (3개 入)3（ sllor gnirpS

900 円

点　心
Dim sum

フ カ ヒ レ 餃 子（ 4 個 ）
Shark fin gyoza(4) /  샥스핀 찐만두 (4개 入)

900 円

牛肉焼 売（ 4 個 ）
Shumai(4) /  슈마이[중국식 찐만두] (4개 入)

900 円

五目焼 売（ 4 個 ）
Shumai(4) /  슈마이[중국식 찐만두] (4개 入)

900 円

大 根 も ち
Radish mochi /  다이콘 모치 [무 떡 구이]

900 円

韮 入 り 焼 き 餃 子（ 3 個 ）
Fried gyoza stuffed with garlic chive(3) /  부추 군만두 (3개 入)

900 円

本日の飲茶盛り合わせ
Assorted dim sum /  야무차 모듬 [찐만두 모듬]

2 ,100 円

海 老 餃 子（ 4 個 ）
Shrimp gyoza(4) /  새우 찐만두 (4개 入)

900 円

딤  섬  류

手 作 り ア グ ー 焼 き 餃 子（ た れ 付 ）（ 1 6 個 入 り ）
/ )61(）ecuas gnippid htis（sgnilpmud ”ugA“ krop lacol deirf-nap edamemoH

2,100 円
오키나와산 돼지고기 군만두 (16 개 入)

ア グ ー 小 龍 包（ 4 個 ）
/ )4(sgnilpmud oabgnoloaiX ”ugA“ krop lacoL

1 ,100 円
소룡포 (4개 入)

※写真はイメージです。



デザート
 Desserts

上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。

디 저 트

  

ゴマ団子
Fried sesame ball

700 円
참깨 찹쌀떡l

タピオカ（メロン風味）
Tapioca（melon flavor）

700 円
메론풍미 타피오카

黒蜜杏仁豆腐
Brown sugar almond jelly

700 円
사탕수수 소스 안닌두부[우유 두부]

상기 요금과는 별도로 서비스료 10% 가 부가되오니 양해 부탁드립니다

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）
Ice cream (Please ask staff for daily special)

300 円
아이스크림 (매일 변경됨으로 직원에게 문의하십시오)

Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.

※写真はイメージです。



Lunch time

昼食時間

11:00
15:00

熱々手作りの点心を心ゆくまで

小人 円1,000（6歳～12 歳）

（サービス料・消費税別）

大人 円2,000

飲茶
バイキング

Dim Sum Buffet

土日限定


