


平日午餐時段供應
Lunch menu is available on weekdays.
平日ランチタイムのみご注文いただけます。



松花堂便當                        1,480
松花堂便當內含二品生魚片、烤物、炸物、蒸物
(炊飯或白飯任選)     
Shokado Bento Set
Two kinds of sashimi , daily grilled special, 
fried and simmered dishes.
(Choice of seasoned rice or white rice)
松花堂弁当
重箱〔刺身二種、焼物、揚物、炊き合わせ〕

附開胃小品、茶碗蒸、味噌湯、醬菜、水果
served with chef’s choice appetizer, steamed egg, miso soup, 
pickles and seasonal fruits.

小鉢、茶碗蒸し、味噌汁、漬物、果物

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce are cuisine is Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically-sourced ingredients.

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge  
表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。



特選散壽司          1,680

迷你讚岐烏龍麵套餐
Premium Chirashi Sushi and Mini Udon Set
特上海鮮ちらし寿司と小讃岐うどん

附開胃小品、茶碗蒸、醬菜、水果
served with chef’s choice appetizer, steamed egg, 
pickles and seasonal fruits.

小鉢、茶碗蒸し、漬物、果物

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically-sourced ingredients.

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge  
表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。



日本鹿兒島和牛套餐        1,680
(炊飯或白飯任選)     
Grilled Japanese Kagoshima Wagyu 
Sirloin Steak Set 
(Choice of seasoned rice or white rice)
鹿児島和牛ステーキ 
(季節の炊き込み御飯又は白御飯)

附開胃小品、茶碗蒸、味噌湯、醬菜、水果
served with chef’s choice appetizer, steamed egg, 
pickles and seasonal fruits.

小鉢、茶碗蒸し、味噌汁、漬物、果物

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically-sourced ingredients.

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge  
表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。

所有和牛類餐點不適用於各優惠方案
All Wagyu beef items are excluded from discount programs
すべて和牛の食事は、各割引プランに適用されません



特選天婦羅丼飯         1,280 
迷你讚岐烏龍麵御膳
Deluxe Tempura Rice Set
特上天婦羅丼と小讃岐うどん

附開胃小品、茶碗蒸、醬菜、水果
served with chef’s choice appetizer, steamed egg, 
pickles and seasonal fruits.

小鉢、茶碗蒸し、漬物、果物

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically-sourced ingredients.

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge  
表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。



台灣雲林蒲燒鰻魚飯           980

迷你讚岐烏龍麵套餐 
Grilled Taiwanese Yunlin Eel Rice and 
Mini Udon Set
台湾雲林産鰻の蒲焼き丼と小讃岐うどん

附開胃小品、茶碗蒸、醬菜、水果
served with chef’s choice appetizer, steamed egg, 
pickles and seasonal fruits.

小鉢、茶碗蒸し、漬物、果物

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically-sourced ingredients.

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge  
表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。



ibuki 旬味懷石 / ibuki Omakase
ibuki 旬味おまかせコース

先付
鮮蝦 玉米豆腐 醬油高湯
海老 とうもろこし豆腐 醤油だし

御椀
鱸魚 竹筍清湯
鱸 たけのこ 汁

刺身
三品生魚片
季節のお刺身三種 盛り合わせ

炸物 
軟殼蟹天婦羅
ソフトシェルクラブ天婦羅

煮物 
紅石斑 茄子 冬瓜黑松露蘿蔔泥 高湯芡
台湾産赤羽太 米茄子の揚げ出し 冬瓜と黒トリュフ霙おろし餡かけ

烤物 
日本鹿兒島和牛 照燒醬
日本鹿児島和牛サーロイン 照り焼きソース

食事
雞肉 蕈菇炊飯 紅味噌湯
鶏肉ときのこの炊き込み御飯 赤出汁味噌汁

甜品  
特製季節果盤
季節の果物 

Appetizer
Prawn, corn tofu with soy sauce

Soup
Sea bass and bamboo in clear soup

Sashimi
3 kind of sashimi platter

Fried
Soft shell crab tempura

Simmered
Taiwanese red grouper and eggplant 
with white gourd in black truffle radish sauce

Grilled
Japanese Kagoshima Wagyu sirloin with teriyaki sauce

Rice 
Chicken and seasoned mushroom rice, red miso soup

Dessert
Seasonal fruit platter

每位NT$2,980 per person

以上價格需外加一成服務費
Above menu price is subject to 10% service charge
上記料金に、別途サービス料10%を頂戴致します

所有和牛類餐點不適用於各優惠方案
All Wagyu beef items are excluded from discount program
すべて和牛の食事は、各割引プランに適用されません



ibuki 精選套餐 / ibuki Set Menu
ibuki セレクトセット

先付
東港鮪魚 竹筍 昆布醬汁
東港産鮪 たけのこ 昆布ソースあえ

刺身
二品生魚片
季節のお刺身二種 盛り合わせ

煮物 
紅石斑 茄子 冬瓜黑松露蘿蔔泥 高湯芡
台湾産赤羽太 米茄子の揚げ出し 冬瓜と黒トリュフ霙おろし餡かけ

烤物 
美國牛沙朗 照燒醬
米国産プライム牛ヒレステーキ 照り焼きソ 

食事
雞肉 蕈菇炊飯 紅味噌湯
鶏肉ときのこの炊き込み御飯 赤出汁味噌汁

甜品  
特製季節果盤
季節の果物

Appetizer
Taiwanese Donggang tuna, bamboo shoots with seaweed sauce

Sashimi
2 kinds of sashimi platter

Simmered
Taiwanese red grouper and eggplant 
with white gourd black in truffle radish sauce

Grilled
US prime beef sirloin with teriyaki sauce

Rice 
Chicken and seasoned mushroom rice, red miso soup

Dessert
Seasonal fruits platter

每位NT$2,180 per person

以上價格需外加一成服務費
Above menu price is subject to 10% service charge
上記料金に、別途サービス料10%を頂戴致します



Appetizer & Salad　
先付、サラダ　　　　　　

 

前
菜
、

沙
拉

蓮根牛蒡蘿蔔沙拉  胡麻醬
Stir fried lotus root, burdock "kinpira" and white radish 
with sesame dressing
蓮根と牛蒡のきんぴら大根のサラダ、焙煎胡麻ドレッシング



手工胡麻豆腐  日本北海道海膽  鮭魚卵        480 
Home made sesame tofu with Hokkaido sea urchin and salmon roe
自家製胡麻豆腐、日本北海道雲丹とイクラ醤油漬け添え

炙燒鮭魚  柚子味噌醬  檸檬高湯凍             480
Seared salmon salad with yuzu miso and Taiwanese lemon "UMAMI" dashi jelly
炙りサーモン刺身サラダ仕立て、柚子味噌ドレッシング、台湾レモン旨味出汁ゼリー

台灣毛豆               200 
Taiwanese edamame
台湾産枝豆

蓮根牛蒡蘿蔔沙拉 胡麻醬          380
Stir fried lotus root, burdock "kinpira" and white radish 
with sesame dressing
蓮根と牛蒡のきんぴら大根のサラダ、焙煎胡麻ドレッシング

表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費

主廚推薦 Signature dish シェフのおすすめ
堅果類 Contains nuts ナッツ入り
素食 Vegetarian  ベジタリアン

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically sourced ingredients.
当店の料理はすべて自然な素材を使用、地元の優良食材を正当なルートで購入してお届けしています。



Sashimi
刺身

生
魚
片

特選七品生魚片  
Premium sashimi platter, seven kinds of seafood
プレミアム刺身七種盛り合わせ



鯛魚      580
Sea bream
真鯛

台灣東港鮪魚      480
Fresh Taiwanese Donggang tuna 
台湾東港鎮産生鮪赤身

日本北海道干貝        380
Japanese Hokkaido scallop
日本北海道帆立貝

甜蝦      280
Sweet shrimp
甘海老

鮭魚      280
Salmon
サーモン

特選七品生魚片                    2,180
Premium sashimi platter, seven kinds of seafood
プレミアム刺身七種盛り合わせ

特選五品生魚片                    1,580
Assorted sashimi platter, five kinds of seafood
特選刺身五種盛り合わせ

日本北海道海膽      980
Japanese Hokkaido sea urchin
日本北海道雲丹

日本油鮪魚大腹      980
Fatty tuna
本鮪大とろ

牡丹蝦      580
Botan shrimp
牡丹海老

白魽         580
Striped jack
縞鯵

表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費

主廚推薦 Signature dish シェフのおすすめ
堅果類 Contains nuts ナッツ入り
素食 Vegetarian  ベジタリアン

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically sourced ingredients.
当店の料理はすべて自然な素材を使用、地元の優良食材を正当なルートで購入してお届けしています。



Nigiri Sushi 
にぎり寿司

握
壽
司

特選八品握壽司
Assorted eight types of nigiri sushi

にぎり壽司八貫盛り合わせ



表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費

主廚推薦 Signature dish シェフのおすすめ
堅果類 Contains nuts ナッツ入り
素食 Vegetarian  ベジタリアン

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically sourced ingredients.
当店の料理はすべて自然な素材を使用、地元の優良食材を正当なルートで購入してお届けしています。

特選八品握壽司             1,580
Assorted eight types of nigiri sushi
にぎり壽司八貫盛り合わせ

日本北海道海膽              350
Japanese Hokkaido sea urchin
日本北海道雲丹

日本油鮪魚大腹              350
Fatty tuna
本鮪大とろ

牡丹蝦              240
Botan shrimp
牡丹海老

星鰻              220
Sea eel
煮穴子

日本北海道干貝              220 
Japanese Hokkaido scallop
日本北海道帆立貝

白魽                         220
Striped jack
縞鯵

青魽          200
Buri yellowtail
鰤

鯛魚                      160
Sea bream
真鯛

台灣東港鮪魚          160
Fresh Taiwanese Donggang tuna
台湾東港鎮産生鮪赤身

鮭魚卵          160
Salmon roe
いくら醤油漬け

甜蝦                      140
Sweet shrimp
甘海老

鮭魚                      130
Salmon
サーモン

玉子燒                      80
Egg
玉子焼き



Sushi roll
巻き寿司

壽
司
卷

軟殼蟹卷
Soft shell crab tempura roll

ソフトシェルクラブ天婦羅巻き寿司



花壽司     450
Hana sushi roll
花寿司

軟殼蟹卷     290
Soft shell crab tempura roll
ソフトシェルクラブ天婦羅巻き寿司

加州卷     290
California roll
カリフォルニア巻き寿司

蟹肉沙拉卷    250
Crab salad roll
蟹サラダ巻き寿司

鐵火卷壽司   220
Red tuna roll
鉄火巻き寿司

玉子燒卷壽司   150
Egg roll
玉子巻き寿司

表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費

主廚推薦 Signature dish シェフのおすすめ
堅果類 Contains nuts ナッツ入り
素食 Vegetarian  ベジタリアン

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically sourced ingredients.
当店の料理はすべて自然な素材を使用、地元の優良食材を正当なルートで購入してお届けしています。

手卷壽司
Ternaki sushi hand roll
手巻き寿司

日本北海道海膽手卷  400
Japanese Hokkaido sea urchin 
hand sushi roll
日本北海道雲丹手巻き寿司

鰻魚手卷    210
Eel hand sushi roll
鰻手巻き寿司

鮮蝦天婦羅手卷   200
Shrimp tempura hand roll
海老天婦羅手巻き寿司

酪梨手卷    180
Avocado hand roll
アボカド手巻き寿司

鮮蝦蘆筍手卷   180
Shrimp and asparagus hand roll
海老アスパラ手巻き寿司



Simmered and Steamed
蒸煮物

蒸
煮
物

酒蒸辛香蒜味活波士頓龍蝦  蛤蠣  
Live Boston lobster and clams with garlic and chili pepper sauce
ボストン産活オマール海老とはまぐりのニンニクと唐辛子入り酒蒸し仕立て



酒蒸辛香蒜味活波士頓龍蝦  蛤蠣           1,980
Live Boston lobster and clams with garlic and chili pepper sauce
ボストン産活オマール海老とはまぐりのニンニクと唐辛子入り酒蒸し仕立て

季節野菜  豆腐小鍋              320 
Tofu and seasonal vegetables hot pot
豆腐と季節野菜の小鍋

ibuki茶碗蒸                260
Steamed egg custard (shrimp, chicken, ginkgo) 
ibuki茶碗蒸し

表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費

主廚推薦 Signature dish シェフのおすすめ
堅果類 Contains nuts ナッツ入り
素食 Vegetarian  ベジタリアン

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically sourced ingredients.
当店の料理はすべて自然な素材を使用、地元の優良食材を正当なルートで購入してお届けしています。



Soup
椀物　　　　　

湯 

品

台灣紅石斑蛤蠣羅勒清湯   
Steamed Taiwanese red grouper in clam soup with Taiwanese basil aroma
台湾産赤羽太とはまぐり出汁のお椀、台湾バジルの香り



台灣紅石斑蛤蠣羅勒清湯          400
Steamed Taiwanese red grouper in clam soup with Taiwanese basil aroma
台湾産赤羽太とはまぐり出汁のお椀、台湾バジルの香り

蛤蠣味噌湯 /清湯            200
Clam miso soup / Clear soup
はまぐり味噌汁 / はまぐり汁

表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費

主廚推薦 Signature dish シェフのおすすめ
堅果類 Contains nuts ナッツ入り
素食 Vegetarian  ベジタリアン

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically sourced ingredients.
当店の料理はすべて自然な素材を使用、地元の優良食材を正当なルートで購入してお届けしています。



Tempura & Fried 　
天婦羅、揚物　　　　　

天
婦
羅
和
揚
物

帝王蟹天婦羅   
Taraba king crab tempura
たらば蟹天婦羅



帝王蟹天婦羅                  1,180
Taraba king crab tempura
たらば蟹天婦羅

ibuki 特選天婦羅            780
ibuki selection of tempura
シェフおまかせ天婦羅盛り合わせ

唐揚雞塊             380 
Deep fried "TATSUTA-AGE" soy sauce marinated Taiwanese chicken
台湾産鶏肉の竜田揚げ

台灣六種野菜天婦羅           350 
Six kinds of Taiwanese vegetables tempura platter
台湾野菜六種天婦羅盛り合わせ

表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費

主廚推薦 Signature dish シェフのおすすめ
堅果類 Contains nuts ナッツ入り
素食 Vegetarian  ベジタリアン

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically sourced ingredients.
当店の料理はすべて自然な素材を使用、地元の優良食材を正当なルートで購入してお届けしています。



Grilled
焼物　　　　　

烤 

物

台灣宜蘭甘鯛  竹筍木之芽  有馬山椒  
Marinated Yilan tilfish and bamboo shoots with sansho pepper leaf sauce
台湾宜蘭産甘鯛と筍のグリル、木の芽と有馬山椒ソース



日本鹿兒島和牛  野菜  味噌照燒醬                2,280
Japanese Kagohima Wagyu sirloin with pumpkin, 
mushrooms, green peppers and miso teriyaki sauce 
日本鹿児島産和牛サーロイン味噌照り焼き、台湾野菜三種を添えて

鹽烤台灣紅石斑  羅勒味噌醬               830
Taiwanese red grouper with Taiwanese basil miso sauce
台湾産赤羽太の塩焼き、台湾バジル味噌ソース

台灣宜蘭甘鯛  竹筍木之芽  有馬山椒           830
Marinated Yilan tilfish and bamboo shoots 
with sansho pepper leaf sauce
台湾宜蘭産甘鯛と筍のグリル、木の芽と有馬山椒ソース

美國沙朗牛排  大蒜烤肉醬               780
US prime beef sirloin steak with garlic "Yakiniku" sauce 
米国産プライム牛サーロインステーキ、焼肉ソース

台灣雞腿肉  特製照燒醬          580 
Taiwanese chicken with yakitori sauce
台湾産鶏肉焼き鶏、特製照り焼きソース

表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費

主廚推薦 Signature dish シェフのおすすめ
堅果類 Contains nuts ナッツ入り
素食 Vegetarian  ベジタリアン

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically sourced ingredients.
当店の料理はすべて自然な素材を使用、地元の優良食材を正当なルートで購入してお届けしています。

所有和牛類餐點不適用於各優惠方案
All Wagyu beef items are excluded from discount programs
すべて和牛の食事は、各割引プランに適用されません



Rice & Noodle
御飯、うどん

飯
品
、

麵
食

櫻花蝦天婦羅茶泡飯
Sakura shrimp tempura rice with clear soup
桜海老かき揚げ天茶漬け



台灣雲林蒲燒鰻魚飯          680 (S)
Grilled Taiwanese Yunlin eel rice              1,080 (L) 
台湾雲林産鰻の蒲焼き丼

天婦羅丼飯             1,080 
Deluxe tempura rice
天婦羅丼

櫻花蝦天婦羅茶泡飯         400
Sakura shrimp tempura rice with clear soup
桜海老かき揚げ天茶漬け

日本鹿兒島和牛讚岐烏龍麵          1,280
Japanese Kagoshima Wagyu udon noodles
日本鹿児島産和牛讃岐うどん

台灣宜蘭鴨肉三星蔥南蠻蕎麥麵       580
Taiwanese Yilan duck loin and green onion soba noodles
台灣宜蘭産鴨肉と三星葱の南蛮そば

表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費

主廚推薦 Signature dish シェフのおすすめ
堅果類 Contains nuts ナッツ入り
素食 Vegetarian  ベジタリアン

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically sourced ingredients.
当店の料理はすべて自然な素材を使用、地元の優良食材を正当なルートで購入してお届けしています。

所有和牛類餐點不適用於各優惠方案
All Wagyu beef items are excluded from discount programs
すべて和牛の食事は、各割引プランに適用されません



Dessert
デザート

甜 

品

宇治抹茶蕨餅  台灣黑糖冰淇淋
Green tea warabi mochi with Taiwanese brown sugar ice cream
宇治抹茶わらびもち、台湾産黒糖アイスクリーム添え



日本北海道奶酪  季節水果        280
Japanese Hokkaido milk pudding with seasonal fruit sauce
日本北海道ミルクのパンナコッタ  季節フルーッソース  

宇治抹茶蕨餅  台灣黑糖冰淇淋       280 
Green tea warabi mochi with Taiwanese brown sugar ice cream
宇治抹茶わらびもち、台湾産黒糖アイスクリーム添え

宇治抹茶白胡麻乳酪慕斯        280
Green tea and white sesame cheese mousse
宇治抹茶と白胡麻のティラミス

日本脆餅冰淇淋  (抹茶、香草、巧克力)     280
Crispy Japanese ”MONAKA" wafers with ice cream
(green tea, vanilla, chocolate)
アイス最中(抹茶、バニラ、チョコレート)

表示料金は新台湾ドルです。料金にはすべて10％のサービス料が加算されます。
Prices are in NTdollar and subject to 10% service charge

價格皆以新台幣計價且需外加一成服務費

主廚推薦 Signature dish シェフのおすすめ
堅果類 Contains nuts ナッツ入り
素食 Vegetarian  ベジタリアン

我們的產品和菜餚源於自然，採用最佳的本地原料和道德採購的食材
Our produce and cuisine are Rooted in Nature, featuring 
the finest locally and ethically sourced ingredients.
当店の料理はすべて自然な素材を使用、地元の優良食材を正当なルートで購入してお届けしています。


