
L U N C H  M E N U

中国大陸の東北地方では白菜を古漬けにし、

色々な調理法で愛され食されています。

当店では自家製酸菜(白菜)古漬けの麺を

皆様にご提供しております。

（エビ・あさり・イカ団子入）

白菜漬けの乳酸菌がプラスされた

コクのあるスープでお体を内側から健康に！

そして芯から温めて下さい。

泰興楼ORIGINAL麺。是非お楽しみ下さい！

950yen

Pickled Chinese cabbage soup noodles
with shrimps / clams / squid balls

酸菜煮麺
サン・ツァイ・ヅゥ・ミェン

【冬季限定】１日20食

B.米粉
Rice vermicelli

A.中国麺
Chinese ramien

Please choose A or B for noodles.

麺の種類をお選び頂けます



1,000yen

韮菜豆芽猪肝

Stir fried pork liver 
with leek and bean sprouts

レバニラモヤシ炒め

1,000yen

麻婆豆腐

Braised tofu and minced pork
with hot chili sauce

マーボートーフ

1,000yen

青椒肉絲

Stir fried shredded pork 
and green pepper

豚肉とピーマンの
細切炒め

四個 (4ps)       950yen
六個 (6ps)    1,150yen

焼餃子

Fried meat gyozas
ヤキギョウザ

全ての品に杏仁豆腐、ザーサイ、ライス、スープが付きます。

Serve with rice / soup / dessert
泰興楼的麺の3Top

TaiKouRou's three major soup noodles

三大聲望麺

850yen
担々麺

Soup noodles with red pepper Sichuan style
タンタン・メン

泰興楼の麺といえばコレ！一押し本格麺

1,000yen
打噛麺

Our special soup noodles
ダーロー・メン

1949年創業以来、素朴な味わいが人気の一品

1,000yen
酸辣湯麺

Hot & sour soup noodles
スーラータン・メン

担々麺に続く人気商品

SET MENUに＋50yen で
泰興楼まかないふりかけを
お付け頂けます。

ライスお替わり自由
Free refill rice

※写真はイメージです。※写真はイメージです。



牛南麺

Soup noodles with beef brisket
牛バラ肉の角煮・そば............................. 1,050yen

蠣油牛肉麺

Oyster sauce beef soup noodles
牛ロース肉オイスターソース・メン.... 1,050yen

酸辣湯麺

Hot & sour soup noodles
スーラータン・メン.................................. 1,000yen

上海炒麺

Fried noodles Shanghai style
上海風焼そば.............................................. 1,050yen

麻婆豆腐麺

Soup noodles with braised tofu & pork Sichuan style
マーボードーフ・メン.............................. 1,000yen

蝦仁湯麺

Soup noodles with shrimps
えびそば ...................................................... 1,050yen

打噛麺

Our special soup noodles
ダーロー・メン.......................................... 1,000yen

排骨麺

Soup noodles with pork spare-ribs
パイコー・メン.............................................. 950yen

※写真はイメージです。

鶏白湯麺

Soup noodles with braised chicken
とりそば（あっさり塩スープ仕立て）..... 900yen

天津麺

Soup noodles with crab omelet
テンシン・メン.............................................. 900yen

広東麺

Cantonese style soup noodles
広東・メン...................................................... 850yen

肉絲麺

Soup noodles with shredded pork & vegetables
豚肉と野菜の細切・そば............................ 850yen

叉焼麺 / 叉焼雲呑麺

Soup noodles with BBQ pork / Soup noodles & Wongtong with BBQ pork
チャーシューメン /チャーシューワンタンメン 1,000yen850yen

担々麺

Soup noodles with red pepper Sichuan style
タンタン・メン.............................................. 850yen

葱肉麺

Soup noodles with shredded BBQ pork & onion
ネギチャーシュー・メン............................. 950yen

什景湯麺 / 什景雲呑麺

Soup noodles with chop suey / Soup noodles & Wongtong with chop suey
五目・そば /五目ワンタンメン..... 1,000yen..... 850yen

韮菜麺

Soup noodles with leek
にらそば.......................................................... 800yen

素菜麺

Soup noodles with BBQ pork & cabbage
タン・メン...................................................... 800yen

搾菜麺

Soup noodles with Sichuan pickles
ザーサイそば ................................................. 800yen

炒麺

Fried noodles
軟焼そば.......................................................... 800yen

豆芽麺

Soup noodles with bean sprouts
もやしそば ..................................................... 800yen

炸麺

Fried vegetable over crisply noodles
硬焼そば.......................................................... 800yen

雲呑

Wongtong / Soup noodles & Wongtong
ワンタン /ワンタンメン......... 850yen.......... 750yen

叉焼雲呑 / 叉焼雲呑麺

Wongtong with BBQ pork / Soup noodles & Wongtong with BBQ pork
チャーシューワンタン /チャーシューワンタンメン 1,000yen900yen

什景雲呑 / 什景雲呑麺

Wongtong with chop suey / Soup noodles & Wongtong with chop suey
五目ワンタン /五目ワンタンメン 1,000yen900yen

拉麺

Soup noodles
ラーメン.......................................................... 700yen

小白飯 / 白飯

Steamed rice (S) / Steamed rice
小ライス /ライス............................... 100 / 150yen

◆ 泰興楼まかないふりかけを無料でお付け頂けます ◆



韮菜粥

Rice porridge with leek
にら入おかゆ.................................................. 900yen

什景粥

Rice porridge with chop suey
五目おかゆ...................................................... 900yen

蝦什粥

Rice porridge with shrimps
えび入おかゆ.............................................. 1,000yen

皮蛋粥

Rice porridge with preserved duck egg
ピータン入おかゆ......................................... 900yen

牛南飯

Beef brisket over rice
牛バラ肉の角煮・かけご飯 .................... 1,050yen

蠣油牛肉飯

Oyster sauce bef over rice
牛ロース肉オイスターソース飯 ........... 1,050yen

麻婆豆腐飯

Braised tofu & pork over rice Sichuan style
マーボートーフ飯 ..................................... 1,000yen

天津飯

Crab omelet over rice 
テンシン飯 ..................................................... 900yen

肉絲飯

Stir-fried pork & vegetables over rice
豚肉と野菜の細切飯 .................................... 900yen

什景炒飯

Fried rice with 5 ingredients
五目チャーハン........................................... 1,050yen

蟹肉炒飯

Fried rice with crab meat
カニチャーハン........................................... 1,050yen

炒飯

Fried rice 
チャーハン...................................................... 850yen

桧飯

Chop suey over rice
中華飯.............................................................. 850yen

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。



フード・ドリンクは別メニューをご用意しております。
お気軽にスタッフにお尋ねください。

FOOD & DRINK MENU

スープ類以外はお持ち帰り可能です。
また、ウェブやスマートフォンからもご注文頂けます。
当店ホームページを是非ご利用下さいませ。

TAKE OUT

www.taikourou.com

ランチタイム中は消費税分をご奉仕した
金額でサービスしております。

但し、カードご利用の場合は消費税を
別途で頂戴致します。

NOTICE

焼餃子

Fried meat gyozas
ヤキギョウザ 四個 (4ps) 740yen  / 六個 (6ps) 1,110yen

蒸餃子

Steamed meat gyozas
ムシギョウザ 四個 (4ps) 740yen  / 六個 (6ps) 1,110yen

春捲

Spring rolls
はるまき........................................ 四本 (4ps) 840yen

海鮮春捲

Spring rolls with seafood
海鮮はるまき................................ 二本 (2ps) 840yen

水餃子

Boiled gyozas
水ギョウザ............................... 十個 (10ps) 1,550yen

包子

Steamed meat bun
肉まん.............................................................. 315yen
※注文後、少々お時間頂きます。

蒸蝦仁餃子

Steamed shrimp gyozas
えびむしギョウザ....................... 四個 (4ps) 840yen

※注文後、少々お時間頂きます。

東坡肉包子

Steamed braised pork bun
豚角煮まん ..................................................... 367yen

※注文後、少々お時間頂きます。

豆沙包子

Steamed sweet bean jam bun
あんまん................................. 小二個 (S 2ps) 315yen

泰興楼まかないふりかけ

◀ 高菜（酸菜）ハッシュド
ビーフ  

▶

上記のいずれかをご注文頂きますと、無料で
泰興楼まかないふりかけをお付け頂けます。

お気軽にお申し付け下さい。

通常 ランチ時

小ライス 200yen 100yen
ライス 250yen 150yen

LUNCH TIME SERVICE 1

餃子セット、または日替わりセットを
ご注文頂きますとライス大盛り、
お替わり自由となっております。

更に都度＋50yenで
泰興楼まかないふりかけをお付け頂けます。

どうぞご利用下さいませ。

LUNCH TIME SERVICE 2

※写真はイメージです。


