
01.APPETIZER

02.VEGETABLES ASSORT and BBQ

03.NOODLES  ※ランチコースでの提供はございません

青唐冷製まぜそば
〆の一品 良く混ぜてお召し上がりください

醤油たれ：干しエビベースの台湾の調味料のサーチャージャンをベースにしました。
味噌たれ：台湾の豆乳スープのシェントウジャンをイメージした味噌たれです。
塩だれ：台湾のフライドオニオン、ヨーツォンスーをベースにした塩たれです。

Green chili cold mixed noodle

アレルギー：小麦、大豆、卵、ごま

04.DESSERT  ※ランチコースでの提供はございません

杏仁最中アイス
Almond Jelly ice cream monaka
アレルギー：乳

ピータン豆腐のサンザシ添え
ピータンと豆腐をさっぱりと中華フルーツのサンザシにあわせました
Century egg & tofu with hawthorn

アレルギー：小麦、大豆、さば、卵

ハスの実と豆豉醤(トウチジャン)のよだれ鶏
刻んだハスの実と中国味噌の豆豉醤をあわせた一品
Lotus seeds & black bean sauce steam chicken

アレルギー：小麦、大豆、鶏肉、ごま、魚介

ベニバナと紹興酒の枝豆
血行促進の効果があるといわれているベニバナと紹興酒をあわせた、
ビールがすすむ定番の一品です

Safflower & shaoxing wine edamame

アレルギー：小麦、大豆、ごま

金銀花ルーロー&カオヤーピン
台湾スパイスや金銀花などの中華薬膳と煮込んだ豚肉を温めてから、
野菜と一緒にカオヤーピンで巻いて召し上がり下さい

Honeysuckle pork stew & chinese crape

アレルギー：小麦、大豆、豚肉、えび、オレンジ

野菜盛り合わせ
ジンギスカンにも合う野菜、れんこんや玉ねぎなどの盛り合わせ
BBQ vegetables assort

豚ヒレ & 肩ロース
アレルギー：小麦、大豆、ごま、豚肉、ゼラチン

PORK

海老 & 帆立 & 豚肩ロース
アレルギー：小麦、大豆、ごま、豚肉、えび、ゼラチン、魚介

SEA FOOD & PORK

ジンギスカン(ラム肩ロース & もやし)
アレルギー：小麦、大豆、ごま

LAMB

T-BONE
アレルギー：小麦、大豆、牛肉、えび、りんご、ごま、魚介

BEEF

ジンギスカン & T-BONE
アレルギー：小麦、大豆、牛肉、えび、りんご、ごま、魚介

PREMIUM

TERRACE BBQ COURSE
セルフスタイル。テラスでわいわい。

with FREE DRINK +1600yen
120min (L.O 90min)  ※PREMIUMのみ180min (L.O 120min) 

INDOOR PARTY COURSE
天候を気にされる方には内容そのまま。店内パーティーコース。

BBQは調理済みの物の提供となります

PORK
豚ヒレ & 肩ロース
2種の異なった部位の豚肉を味噌たれと塩たれで
アレルギー：小麦、大豆、ごま、豚肉、ゼラチン

SEA FOOD & PORK
海老 & 帆立 & 豚肩ロース
豚肩ロースと海老・帆立を味噌たれと塩たれで
アレルギー：小麦、大豆、ごま、豚肉、えび、ゼラチン

LAMB
ジンギスカン (ラム肩ロース & もやし)
オーストラリア産のラム肉を特製のジンギスカンたれと味噌たれで
アレルギー：小麦、大豆、ごま

BEEF
T-BONE
BBQの定番T-BONEを味噌たれと醤油たれで
アレルギー：小麦、大豆、牛肉、えび、りんご、ごま、魚介

PREMIUM
ジンギスカン & T-BONE
ラム肩ロースとBBQの定番T-BONEをどちらも
アレルギー：小麦、大豆、牛肉、えび、りんご、ごま、魚介

TORANOMON HILLS BBQ
テラスBBQコースもしくは店内パーティーコースの中からお選びください(要予約)
土日祝日限定のランチコース(11:00~14:30)は下記表示価格から-900yen(一部内容や量が変更となります)
Please  choose either "Terrace BBQ(self-cook)" or "indoor Party (BBQ cooked and serve)" select the course from below. (Reservation only)

開放的なテラス席で楽しむモダンチャイニーズBBQ Mon-Fri
15:00~LAST

Sat,Sun & Holiday
11:00~LAST

3,400YEN

3,900YEN

4,400YEN

4,900YEN

6,400YEN

BBQ以外は全コース共通です
コース内容

表示金額はお一人様あたりの税込価格となります。(In tax)

CHECK!!



A la carte MENU 15:00~LAST
アサヒスーパードライ 600
Asahi super dry

アサヒドライゼロ(ノンアルコール) 600
Asahi dry zero (Non-alcoholic) アレルギー：大豆

BEER

レモンサワー 600
Shouchu & lemon soda

よだれ梅サワー 600
Shouchu & ume soda

クエン酸サワー 600
Shouchu & citric acid soda

キンモクセイサワー 650
Osmanthaus wine soda

ジャスミン茶割 600
Shouchu & jasmine tea

プーアル茶割 750
Shouchu & pu'er tea

ラプサンスーチョン割 750
Shouchu & lapsang souchong

白牡丹割 800
Shouchu & hakubotan tea

八宝茶割 850
Shouchu & babaocha 

メロンソーダ割 650
Shouchu & melon soda

クリームソーダ割 850
Shouchu & melon soda float アレルギー：乳

ユンヨン茶フロート割 950
Shouchu & yuanyang tea float アレルギー：乳

フルーツ牛乳割 600
Shouchu & fruit milk アレルギー：乳、バナナ、りんご、オレンジ、もも

イチゴ牛乳割 600
Shouchu & strawberry milk アレルギー：乳、りんご

ユンヨン茶割 750
Shouchu & yuanyang tea アレルギー：乳

プロテイン割 750
Shochu & protein アレルギー：乳、バナナ、りんご

SOUR

グラスワイン(赤/白/スパークリング) ワインリストをご覧ください
Wine (Red / White) 

サングリア 650
Sangria

桂花陳酒 キンモクセイワイン 650
Osmanthaus wine

ボトルワイン ワインリストをご覧ください
Bottled wine

WINE

クラフトコーラハイボール 650
Whisky & craft cola

クラフトジンジャーハイボール 650
Whisky & craft ginger ale

杏仁クラフトコーラハイボール 700
Whisky & almond craft cola アレルギー：アーモンド、オレンジ

マーガオハイボール 台湾の香り高い胡椒系スパイス 650
Whisky & maqaw pepper soda

ハイボール 550
Whisky & soda

WHISKY

コーヒー(ICE/HOT) 380
Coffee

カフェラテ(ICE/HOT) 500
Cafe latte アレルギー：乳

ユンヨン茶(ICE/HOT) 紅茶&コーヒー&コンデンスミルク650
Yuanyang tea アレルギー：乳

ユンヨン茶フロート(ICE) 850
Yuanyang tea float アレルギー：乳

フルーツ牛乳(ICE/HOT) 500
Fruits milk アレルギー：乳、バナナ、りんご、オレンジ、もも

イチゴ牛乳(ICE/HOT) 500
Strawberry milk アレルギー：乳、バナナ、りんご

八宝茶(ICE/HOT) 中華薬膳フルーツティー 750
Babaocha

ジャスミン茶(ICE/HOT) 500
Jasmine tea

プーアル茶(ICE/HOT) 中国黒茶 650
Pu'er tea

ラプサンスーチョン(ICE/HOT) 中国燻製紅茶 650
Lapsang souchong

白牡丹(ICE/HOT) 中国白茶 700
Hakubotan tea

オリジナルハーブブレンドティー(HOT) 650
Original herbal blend tea アレルギー：オレンジ

CAFE DRINK

キンモクセイレモネード(ICE/HOT) 600
Osmanthus lemonade

クラフトレモネード(ICE/HOT) 550
Craft lemonade

オリジナルクラフトコーラ 550
Original craft cola

オリジナルクラフトジンジャーエール 550
Original craft ginger ale

杏仁クラフトコーラ 600
Almond craft cola アレルギー：アーモンド、オレンジ

メロンソーダ 550
Melon soda

クリームソーダ 750
Melon soda float アレルギー：乳

オレンジジュース 650
Orange juice アレルギー：オレンジ

アップルジュース 650
Apple juice アレルギー：りんご

プロテインシェイク(抹茶/ベリー/チョコ)　 650
Protein shake (Matcha / Berry / Chocolate)

スパークリングウォーター 650
Mineral sparkling water

ミネラルウォーター 650
Mineral still water

SOFT DRINK

お肉&野菜盛り合わせのセットです。前菜、
ドリンクは別途ご注文ください。2人前以上の
ご注文、テラス席のみご注文可能です。
Need over 2pax. Only outside seat.

当日BBQセット

スターターセット、コースご注文の方のみご注文できます

ADDITIONAL BBQ'S ORDER

ラム肩ロース(150g) 1800
Lamb fat back

アレルギー：小麦、大豆、ごま

たれづけラム(150g) 1800
Sauce pickled lamb

ラムチョップ(2本) 1800
Lamb chop

アレルギー：牛肉

T-BONE(200g) 2300
Beef T-BONE

アレルギー：牛肉

T-BONE(400g) 4600
Beef T-BONE

アレルギー：豚肉

豚肩ロース(150g) 900
Pork fat back

アレルギー：豚肉

豚ヒレ肉(80g) 900
Pork tenderloin

アレルギー：えび

有頭えび(2尾) 900
Shrimp

殻付きホタテ(2枚) 900
Scallops

アレルギー：豚肉、ゼラチン

ソーセージ盛り合わせ 1200
Sausage assorted

野菜盛り合わせ(1人前） 900
Vegetable assorted

野菜単品(1人前）
もやし・れんこん・玉ねぎ・かぼちゃ

400
Vegetable (Bean sprout / Lotus root / Onion / Pumpkin)

B B Q 追 加

アレルギー：小麦、大豆、ごま

ベニバナと紹興酒の枝豆 500
Safflower & shaoxing wine edamame

アレルギー：メニュー内容とあわせてお尋ねください

本日のサイドデリ盛 600
Today's sidedeli assorted

アレルギー：小麦、大豆、卵、魚介

台湾風冷製オムレツ 600
Taiwanese style cold omelet

アレルギー：さけ、魚介

焼き鮭のアジアンマリネ 600
Asian marinade of grilled salmon

アレルギー：小麦、大豆、卵、魚介

うずらの卵と紅酢ムール貝の冷製 600
Cold quail eggs & red vinegar mussels

アレルギー：小麦、大豆、卵、乳

揚げワンタンチップス アイオリソース 600
Fried wonton chips with aioli

アレルギー：小麦、大豆

タコとじゃがいもの青唐カルパッチョ 900
Octopus & potato green chili carpaccio

アレルギー：小麦、大豆、エビ

シュリンプマリネ 金木犀の香り 1200
Shrimp marinade aroma of osmanthaus

アレルギー：乳、豚肉、ゼラチン

生ハムとチーズ盛り合わせ 1200
Ham & cheese assorted

COLD DISHES 冷菜

アレルギー：小麦、大豆、乳

レモンペッパーポテトフライ 600
Lemon pepper french fries

アレルギー：小麦、大豆、鶏肉

鶏排(ジーパイ)風フライドチキン 800
Taiwanese style fried chicken

アレルギー：小麦、大豆、乳

オニオンフライ カクテルケチャップ 700
Fried onion with cocktail sauce

アレルギー：小麦、大豆、乳、卵、魚介

フィッシュ&チップス マーガオタルタル 1100
Fish & chips with maqaw tartar sauce

アレルギー：小麦、大豆、乳、鶏肉、豚肉、卵、ごま、ゼラチン、えび

ベーコンステーキ 香味海老ソース 1000
Bacon stake with shrimp sauce

アレルギー：小麦、大豆、ごま

ラム肉のブロシェット
台湾風フライドガーリック塩

1200

Lamb brochette with Taiwanese style fried garlic salt

アレルギー：小麦、大豆、鶏肉、ごま

大山鶏のコンフィ 葱油ソース 1400
Daisendori chicken confit with onion oil sauce

DISHES 温菜

アレルギー：小麦、大豆、乳、卵、豚肉

レタスカップ春雨シーザーサラダ 1000
Lettuce cup & vermicelli caesar salad

アレルギー：小麦、大豆、鶏肉、卵、ごま

ピータンとトマトの棒棒鶏風サラダ 1000
Century egg & tomato bang bang chicken style salad

SALAD サラダ

ビール

サワー

ワイン

モヒート 750
Mojito

ジントニック 550
Gin & tonic

モスコミュール 550
Moscow mule 

カシスジャスミン 550
Cassis & jasmine tea 

カシスオレンジ 550
Cassis & orange juice アレルギー：オレンジ

COCKTAIL カクテル

ウイスキー

ソフトドリンク

カフェドリンク

アレルギー：メニュー内容とあわせてお尋ねください

本日のデリプレート 1100
Today's deli plate

アレルギー：メニュー内容とあわせてお尋ねください

本日のスープデリプレート 1100
Today's soup deli plate

アレルギー：メニュー内容とあわせてお尋ねください

本日のオープンサンドプレート 900
Today's open sandwich plate

アレルギー：メニュー内容とあわせてお尋ねください

本日のライスボウル 1000
Today's rice bowl

アレルギー：ごま

ライス(十穀米) 200
Rice (Ten grains rice)

PLATE / BOWL お食事もの

アレルギー：乳

杏仁最中アイス 400
Almond jelly ice cream monaka

アレルギー：乳、小麦、アーモンド、りんご、大豆

プロテインパフェ 800
Protein parfait

アレルギー：メニュー内容とあわせてお尋ねください

本日のケーキ 800
Today's cake

アレルギー：大豆

ヴィーガンプリン 600
Vegan pudding

アレルギー：小麦、乳、大豆、落花生、カシューナッツ、クルミ、りんご

自家製スコーン 700
Homemade scone

SWEETS スイーツ

15:00~17:00 はお食事もの(ライス単品除く)・スイーツをご注文の方は全ての
ドリンクからセットに出来ます。(メニュー表示価格より100円引き)
表示金額は税込価格となります。

500
アレルギー：大豆、小麦、卵、乳、鶏肉、豚肉、牛肉、ゼラチン、りんご、オレンジ

キッズプレート(オレンジ・アップルジュース付き) 700
Kids plate (with orange or apple juice)

※キッズオレンジ・キッズアップル・ベビー麦茶　200円
アレルギー：ごま、りんご

キッズカレー
Kids curry

 FOR KIDS キッズメニュー
※小学生以下のお子様のみ

LAMB BBQ
3,000YEN

アレルギー：小麦、大豆、ごま

ジンギスカン
スターターセット(1人前)
BBQ starter set (for 1 pax) lamb

T-BONE BBQ
3,500YEN

アレルギー：小麦、大豆、牛肉、えび、
りんご、ごま、魚介

T-BONE
スターターセット(1人前)
BBQ starter set (for 1 pax)
beef T-bone

アサヒ フルーツァー Alc.4% 550
Asahi fruitzer (Lemon & lime / Pink grapefruit)
(レモン&ライム/ピンクグレープフルーツ)


