
如對特定食物會產生過敏狀況者，敬請事先告知服務人員。

Should you have any food allergies, please inform our service attendants in advance.
食物アレルギーをお持ちの方は、ご注文の際に従業員におたずねください。

價格皆以新台幣計算，並需依原價另加 10% 服務費。

All prices are in Taiwan Dollars and are subject to 10% service charge.
表示価格は全て台湾元です。別途サービス料金 10％が加算されます。

供應時間　Available Hours  營業時間  l  11:30 - 14:00

商業套餐
Business Set Menu
ビジネスセットメニュー

日式咖哩雞肉  ......................................................... $360
Curry Chicken in Japanese Style
和風チキンカレー

義式莎莎烤雞腿排  ................................................. $360
Roasted chicken thigh steak with Italian pineapple salsa
ローストチキンステーキ ( イタリア風サルサソース 付き )

紅酒燉牛肉  ..............................................................$380
Beef Bourguignon
牛肉の赤ワイン煮

Beef

義大利肉醬麵  ......................................................... $360
Spaghetti with Bolognaise Sauce   スパゲティミートソース

Beef    

奶油培根焗烤筆管麵  ............................................. $360
Bacon macaroni gratin with cream sauce
クリーミーベーコンペンネグラタン

Pork

上述所有商業套餐皆附：

主廚例湯、附餐沙拉及飲料 ( 咖啡或茶 )
All the above set menus include：

Soup of the day, Side Salad and Beverage (Coffee or Tea).
全てのビジネスセットは、本日のスープ、サラダ、ドリンク ( コーヒーまた
は紅茶 ) 付。

紅燒牛肉麵  ............................................................. $420
Beef Noodles
牛肉麺

Beef

附餐沙拉及飲料 ( 咖啡或茶 )
w/ Side Salad and Beverage (Coffee or Tea).
サラダ、ドリンク ( コーヒーまたは紅茶 ) 付。



亞洲風味‧Asian Cuisine‧アジアン料理　
紅燒牛肉麵  ............................................................. $380
Beef Noodles   牛肉麺

Beef

揚州炒飯  ................................................................. $390
Fried Rice, Yangzhou Style   揚州炒飯 

Pork

X.O. 醬海皇炒飯  .................................................... $410
Seafood Fried Rice with X.O. Paste
XO 醤の海鮮炒飯

星洲炒米粉  ............................................................. $410
Curry Fried Vermicelli, Singapore Style
シンガポール風カレー焼きビーフン

Pork

乾炒牛河  ................................................................. $410
Stir-fried Wide Rice Noodles with Beef
牛肉の焼き河粉 ( ライスヌードル )

Beef

海鮮炒麵  ................................................................. $450
Seafood Fried Noodles
イカと海老入りの海鮮焼きそば

皮蛋瘦肉粥  ............................................................. $260
Porridge with Century Egg and Thin Sliced Pork
ピータンと豚挽肉のお粥

Pork 　

翡翠海鮮羹  ............................................................. $260
Thick Vegetable Soup with Assorted Seafood
海鮮入りの野菜とろみスープ

主廚例湯  ................................................................. $180
Soup of the Day
本日のスープ

供應時間　Available Hours  營業時間  l  11:30 - 21:00

午晚餐
Lunch & Dinner・昼食と夕食メニュー 

西式餐點‧Western Cuisine‧洋食
義大利肉醬麵  ......................................................... $320
Spaghetti with Bolognaise Sauce   スパゲティミートソース

Beef

奶油培根焗烤筆管麵  ............................................. $320
Bacon macaroni gratin with cream sauce
クリーミーベーコンペンネグラタン　

Pork

義式莎莎香烤雞腿排  ............................................. $320
Roasted chicken thigh steak with Italian pineapple salsa
ローストチキンステーキ ( イタリア風サルサソース 付き )　  

紅酒燉牛肉  ............................................................. $340
Beef Bourguignon   牛肉の赤ワイン煮

Beef

亞洲風味‧Asian Cuisine‧アジアン料理　
羅漢素炒飯  ............................................................. $360
Vegetarian Fried Rice   ベジタリアン五目炒飯 
 

素金菇乾燒伊麵  ..................................................... $360
Vegetarian Mushroom Fried Noodles
きのこのベジタリアン焼きそば
  

日式咖哩雞肉  ......................................................... $320
Curry Chicken in Japanese Style
和風チキンカレー

如對特定食物會產生過敏狀況者，敬請事先告知服務人員。

Should you have any food allergies, please inform our service attendants in advance.
食物アレルギーをお持ちの方は、ご注文の際に従業員におたずねください。

價格皆以新台幣計算，並需依原價另加 10% 服務費。

All prices are in Taiwan Dollars and are subject to 10% service charge.
表示価格は全て台湾元です。別途サービス料金 10％が加算されます。



英式
11:30~21:00 全日供應
隨時享受悠閒食光 

 單點 套餐
 A La Carte 單品 Set セット

雙人下午茶  ............................................ $640 $780
English Afternoon Tea for 2 Persons
アフタヌーンティーセット ( 二名様分 )

單人下午茶  ............................................ $320 $390
English Afternoon Tea for 1 Person  
アフタヌーンティーセット ( 一名様分 )

套餐價格含 NT$200 內飲品任選一款，如選擇該價格以上飲品請另補差額。

Afternoon Tea Set is served with a choice of drink under NT$200.
Surcharge will be added for drinks more than NT$200.

お飲み物は、NTD200 元以内のお好きなものをお選びいただけます。
NTD200 元以上のお飲み物をご希望の場合は差額をいただきます。

價格皆以新台幣計算，並需依原價另加 10% 服務費。

All prices are in Taiwan Dollars and are subject to 10% service charge.
表示価格は全て台湾元です。別途サービス料金 10％が加算されます。



供應時間　Available Hours  營業時間  l  11:30 - 21:00

三明治‧Sandwich‧サンドイッチ
 單點 套餐
 A La Carte 單品 Set セット

蔬菜三明治  ............................................ $280 $380
Vegetable   野菜

火腿起司三明治  .................................... $300 $400
Ham & Cheese   ハムとチーズ

Pork 　

鮪魚三明治  ............................................ $300 $400
Tuna   ツナ　

燻雞肉三明治  ........................................ $300 $400
Smoked Chicken   スモークチキン　

煙燻鮭魚三明治  .................................... $300 $400
Smoked Salmon   スモークサーモン  

總匯三明治  ............................................ $320 $420
Club House   クラブハウス

Pork

　
 

麵包‧Bread Delicacy‧パン
法式吐司  ..........................................................  $200
French Toast   フレンチトースト   

司康  .................................................................    $90
Scone   スコーン

聖代‧Sundae‧パフェ
香蕉巧克力聖代  ...............................................  $200
Banana Chocolate Sundae
バナナパフェのチョコレートシロップかけ

水果冰淇淋聖代  ...............................................  $220
Fruit Sundae   フルーツパフェ

輕食風味
Light Meal・ 軽食

沙拉‧Salad‧サラダ
水果優格沙拉  ......................................................... $200
Fruits and Yogurt Salad
フルーツヨーグルトサラダ 

馬鈴薯雞蛋沙拉  ..................................................... $200
Potato and egg salad    ポテトエッグサラダ

花園沙拉  ................................................................. $250
Garden Salad    ガーデンサラダ 

燻雞沙拉  ................................................................. $280
Smoked Chicken Salad    スモークチキンサラダ

煙燻鮭魚沙拉  ......................................................... $300
Smoked Salmon Salad    スモークサーモンサラダ

鬆餅‧Waffle‧ワッフル 
 單點 套餐
 A La Carte 單品 Set セット

經典鬆餅  ........................................... $200 $300
Classic   クラシック  

香蕉巧克力鬆餅  ................................ $220 $320
Banana & Chocolate Syrup
バナナとチョコレートシロップ  

焦糖蘋果鬆餅  .................................... $220 $320
Caramel & Apple   キャラメルアップル  

水果鬆餅  ........................................... $240 $340
Seasonal Fruits   季節のフルーツ

醬汁選擇‧Dressing Choices‧ドレッシングをお選び下さい
凱薩醬 / 芥末油醋醬 / 香橙醬 / 和風醬
Caesar / Dijon Mustard Vinaigrette / Orange Vinaigrette / Japanese Style
シーザー  /  マスタード・ビネグレット  /  オレンジ・ビネグレット  /  和風

套餐價格含 NT$200 內飲品任選一款，如選擇該價格以上飲品請另補差額。

Afternoon Tea Set is served with a choice of drink under NT$200.
Surcharge will be added for drinks more than NT$200.

お飲み物は、NTD200 元以内のお好きなものをお選びいただけます。
NTD200 元以上のお飲み物をご希望の場合は差額をいただきます。

如對特定食物會產生過敏狀況者，敬請事先告知服務人員。

Should you have any food allergies, please inform our service attendants in advance.
食物アレルギーをお持ちの方は、ご注文の際に従業員におたずねください。

價格皆以新台幣計算，並需依原價另加 10% 服務費。

All prices are in Taiwan Dollars and are subject to 10% service charge.
表示価格は全て台湾元です。別途サービス料金 10％が加算されます。



供應時間　Available Hours  營業時間  l  11:30 - 21:00

茶飲‧Tea‧お茶
經典柚子茶 Japanese Citrus Tea 柚子茶    .............. $220
新鮮水果茶 Fresh Fruit Tea  フルーツティー   ......... $240

奶茶‧Milk Tea‧ミルクティー  

伯爵奶茶 Earl Gray Milk Tea  アールグレイミルクティー  ... $200
焦糖奶茶 Caramel Milk Tea  キャラメルミルクティー  ....... $200
榛果奶茶 Hazelnut Milk Tea  へーゼルナッツミルクティー  ... $200

牛乳飲品‧Milk Drinks‧牛乳ドリンク  
焦糖巧克力牛奶 Caramel Chocolate Milk   ............ $200
キャラメルチョコレートミルク

榛果巧克力牛奶 Hazelnut Chocolate Milk   ............ $200
へーゼルナッツミルク

可可歐蕾 Chocolate Au Lait  チョコレートオレ   ....... $200

現榨鮮果汁‧Fresh Juice‧フレッシュジュース
柳橙汁 Orange Juice  オレンジジュース  ...................... $220
奇異果汁 Kiwi Juice  キウイジュース  ......................... $220

濃縮果汁‧Concentrated Juice‧濃縮還元ジュース
蘋果汁 Apple Juice  アップルジュース  ........................ $160
蕃茄汁 Tomato Juice  トマトジュース  ......................... $160

冰沙飲品‧Smoothie‧スムージー　
奇異果優格冰沙 Kiwi Yoghurt Smoothie  ................... $240
キウイヨーグルトスムージー

香蕉牛奶冰沙 Banana Milk Smoothie  ....................... $240
バナナミルクスムージー

價格皆以新台幣計算，並需依原價另加 10% 服務費。

All prices are in Taiwan Dollars and are subject to 10% service charge.
表示価格は全て台湾元です。別途サービス料金 10％が加算されます。

無咖啡因 Decaffeinated カフェイン抜き              熱飲 Hot ホット            冷飲 Ice アイス

飲品
Beverage ・ ドリンク

咖啡‧Coffee‧コーヒー
美式咖啡 Americano  アメリカーノ   ...................... $180
拿鐵咖啡 Café Latte  カフェラテ   ......................... $200
摩卡拿鐵 Café Mocha  カフェモカ   ....................... $200
榛果拿鐵 Hazelnut Latte  へーゼルナッツラテ  ......... $200
焦糖拿鐵 Caramel Latte  キャラメルラテ   .............. $200
卡布奇諾 Cappuccino  カプチーノ   ........................... $200
義式濃縮咖啡 Espresso  エスプレッソ    ................... $180

茶飲‧Tea‧お茶
經典紅茶 Classic Black Tea  紅茶   ......................... $180
伯爵紅茶 Earl Grey Tea  アールグレイ   .................. $180
法式伯爵茶 French Earl Grey Tea フレンチアールグレイ    $180
烏龍茶 Oolong Tea  ウーロン茶    ............................... $180
茉莉花茶 Jasmine Tea  ジャスミンティー    ................. $180
英式早餐茶 English Breakfast Tea    .......................... $180
イングリッシュブレックファースト

大吉嶺紅茶 Darjeeling  ダージリン    ......................... $180
錫蘭白毫茶 Orange Pekoe  オレンジペコ    ................ $180
沁心薄荷茶 Pure Peppermint  ミント   ................... $180
南非國寶茶 Rooibos  ルイボス   ........................... $180
洋甘菊茶 Chamomile  カモミール    ....................... $180
四紅果茶 Four Red Fruits  フォーレッドフルーツ    ....... $180
櫻桃莓果茶 Elder Berry & Cherry   ........................ $180
エルダーベリー・チェリー　　

古埃及石榴蜂蜜茶   ......................................... $180
Egyptian Pomegranate & Honey  エジプト風ハチミツ・ザクロ

土耳其蘋香無花果茶 Turkish Apple & Fig    ......... $180
トルコ風リンゴ・イチジク

西班牙橘香蜜桃茶 Spanish Orange Apricot    ........ $180
スペイン風オレンジ・アプリコット

無酒精性飲料‧Non- Alcohol Beverages
ノンアルコール



供應時間　Available Hours  營業時間  l  11:30 - 21:00

伏特加‧Vodka‧ウォッカ
思美洛 Smirnoff  スミノフ ..........................................  $230 $250

龍舌蘭‧Tequila‧テキーラ
金快活 Jose Cuervo  ホセ・クエルボ ........................  $230 $250

雞尾酒‧Cocktail‧カクテル
白色俄羅斯 White Russian  ホワイトルシアン ....................... $250

黑色俄羅斯 Black Russian  ブラックルシアン  ....................... $250

側車 Side Car  サイドカー .......................................................... $250

神風特攻隊 Kamikaze  カミカゼ  ............................................ $250

教父 God Father  ゴッドファーザー ........................................... $250

教母 God Mother  ゴッドマザー ................................................. $250

義式伏特加 Vodka Espresso  ウォッカエスプレッソ ............. $250

螺絲起子 Screw Driver  ス クリュードライバー ....................... $250

威士忌可樂 Whisky Coke  ウイスキーコーク ......................... $250

紐約 New York  ニューヨーク ..................................................... $250

美國佬 Americano  アメリカーノ .............................................. $250

曼哈頓 Manhattan  マンハッタン .............................................. $250

馬頸 Horse's Neck  ホーセズネック ........................................... $250

馬丁尼 Martini  マティーニ ........................................................ $250

琴湯尼 Gin Tonic  ジントニック ................................................ $250

自由古巴 Cuba Libre  キューバリブレ  .................................... $250

日出龍舌蘭 Tequila Sunrise  テキーラサンライズ .................. $250

B-52 轟炸機 B-52Shot  B-52 ショット .................................... $250

長島冰茶 Long Island Ice Tea  ロ ングアイランドアイスティー  ... $300 

 Straight Highball
 ストレート ハイボール

 Straight Highball
 ストレート ハイボール

 Glass
 グラス

飲品
Beverage ・ ドリンク

葡萄酒‧Wine‧ワイン
特選紅酒 House Red Wine  ハウスワイン ( 赤 )  ........ $280 $750

特選白酒 House White Wine  ハウスワイン ( 白 )  ....  $300 $1,000

精選紅酒 Selected Red Wine  セレクトワイン ( 赤 )  ...........  $1,700

精選白酒 Selected White Wine  セレクトワイン(白)  ... $350  $1,700

威士忌‧Whisky‧ウイスキー
約翰走路 ( 黑牌 ) Johnny Walker Black Label .......  $280 $3,000
ジョニーウォーカー ( ブラックラベル )

起瓦士 Chivas Regal  シーバスリーガル  ...................  $280 $2,600

麥卡倫 Macallan  マッカラン .....................................  $350 $3,800

金賓 Jim Beam  ジムビーム .........................................  $220 $2,200

傑克丹尼爾 Jack Daniel's  ジャックダニエル ..........  $220 $2,600

三得利 ( 角瓶 ) Suntory Whisky  サントリー ..........  $220 $2,200

干邑白蘭地‧Cognac‧ブランデー
軒尼詩干邑 Hennessy XO  ヘネシー XO ..................  $600 $7,500

人頭馬干邑 Remy Martin XO  レミーマルタン XO ...  $600 $7,500

開胃酒‧Aperitif‧食前酒
金白利 Campari  カンパリ ..........................................  $230 $250

馬丁尼無甜香艾酒 Martini Dry ..............................  $230 $250
マティーニドライ

琴酒‧Gin‧ジン
英人牌琴酒 Beefeater ...............................................  $230 $250
ビーフィーター  

蘭姆酒‧Rum‧ラム
白家地 Bacardi  バカルデ ...........................................  $230 $250

密葉斯 Myers's  マイヤーズ........................................  $230 $250

 Glass Bottle
 グラス ボトル

 Glass Bottle
 グラス ボトル

 Glass Bottle
 グラス ボトル

 Glass     Highball 
 グラス ハイボール

 Glass     Highball 
 グラス ハイボール

 Glass     Highball 
 グラス ハイボール

價格皆以新台幣計算，並需依原價另加 10% 服務費。

All prices are in Taiwan Dollars and are subject to 10% service charge.
表示価格は全て台湾元です。別途サービス料金 10％が加算されます。

自費酒精類飲品收費標準，紅白酒每瓶 NT$500，其他烈酒每瓶 NT$1,000

Corkage Fee Applies, NTD500 per bottle of wine, NTD1,000 per bottle of any liquors
ワイン 1 本につき 500 元、その他のアルコール類 1 本につき 1,000 元の持ち込え料頂戴いたします。 

飲酒過量 ‧ 有礙健康 ‧ 未成年請勿飲酒

酒精性飲料‧Alcohol Beverages
アルコール飲料



供應時間　Available Hours  營業時間  l  11:30 - 21:00

飲品
Beverage ・ ドリンク

香甜酒‧Liqueur‧リキュール
杏仁香甜酒 Amaretto  アマレット ............................  $230 $250

貝禮詩奶酒 Baileys  ベイリーズ  ..............................  $230 $250

君度橙酒 Cointreau  コアントロー ............................  $230 $250

卡魯哇咖啡酒 Kahlua  カルーア ..............................  $230 $250

啤酒‧Beer‧ビール
台灣啤酒 Taiwan Beer  台湾ビール   600ml  ............................  $160

海尼根 Heineken  ハイネケン   330ml  .....................................  $160

軟性飲料‧Soft Drinks‧ソフトドリンク
可口可樂 Coke  コカ・コーラ  ................................................  $130

雪碧 Sprite  スプライト  ............................................................  $130

芬達 Fanta  ファンタ  ................................................................  $130

蘇打水 Soda Water  ソーダ水  .................................................  $130

通寧水 Tonic Water  トニックウォーター  ...............................  $130

薑汁汽水 Ginger Ale  ジンジャーエール  ................................  $130

沛綠雅氣泡礦泉水 Perrier  ぺリエ  .....................................  $150

小菜‧Light Snacks‧おつまみ　
綜合起司盤 Assorted Cheese Platter  チーズ盛り合わせ ......  $360

墨式玉米片 Tortilla Chips  コーントルティーヤチップス .......  $120

鹽味花生 Salty Peanuts  塩味ピーナッツ ................................  $120

價格皆以新台幣計算，並需依原價另加 10% 服務費。

All prices are in Taiwan Dollars and are subject to 10% service charge.
表示価格は全て台湾元です。別途サービス料金 10％が加算されます。

自費酒精類飲品收費標準，紅白酒每瓶 NT$500，其他烈酒每瓶 NT$1,000

Corkage Fee Applies, NTD500 per bottle of wine, NTD1,000 per bottle of any liquors
ワイン 1 本につき 500 元、その他のアルコール類 1 本につき 1,000 元の持ち込え料頂戴いたします。 

飲酒過量 ‧ 有礙健康 ‧ 未成年請勿飲酒

 Bottle
 ボトル

 Straight Highball
 ストレート ハイボール


