
TEL 03-3392-2929

3-12-7 Amanuma, Suginami-ku

光陽楼

Noodles めん類

1. ラーメン （Ramen with Soy Sauce based Soup）………￥500
2. ワンタン （Won-ton） ……………………………………￥500
3. ワンタンメン （Won-ton noodles）………………………￥700
4. チャーシューメン （Braised pork noodles）……………￥700
5. サッポロ味噌ラーメン （Ramen with Miso based Soup） ￥700
6. サッポロ醤油ラーメン 
（Ramen with soy sauce based Soup, Beef mince and Garlic） ￥700
7. タンメン 
（Ramen with Salt based Soup and plenty of Vegetables） ￥700
8. もやしそば 
（Ramen with bean sprouts, some Vegetables in thich Sauce） ￥700
9. 天津メン 
（Ramen with Crab meat omlet in sweet sour Sauce）     ￥800
10. 四川そば （Ramen with Spicy Soup）…………………￥800
11. 五目そば 

（Ramen with chopped Vegetables in thick Sauce） ……￥850
12. 海老そば （Shrimp noodles） …………………………￥850
13. 鳥肉そば （Chicken noodles）…………………………￥850
14. 五目焼きそば 
（Fried noodles with various vegetables, seafood, and meat）￥850
15. かた焼きそば （Deep-fried noodles）…………………￥850
16. 和えそば （Soupless noodles with Sort of Vegetables） ￥750
17. ジャージャーメン 
（Soupless noodles with beef mince, Chili in thick miso sauce）     ￥800

Rice Dishes ご飯類 

18. チャーハン （Fried rice）……………………………… ￥650
19. 五目チャーハン 

（Fried rice with various vegetables, seafood, and meat） ￥850
20. マーボー丼 （Mapo Tofu rice）……………………… ￥750
21. 中華丼 

（Chopped Vegetables and bits of Pork in Starchy Sauce over rice） ￥750
22. 天津丼 （Crabmeat omlet with Sweet Sour Sauce on rice） ￥750

Set Meal(with rice, soup, Pickles and raw egg)

各種定食（ライス・スープ・お新香・生玉子か焼のり付き）

23. 肉野菜炒め定食 （Stir-fried meat and vegetables Meal） ￥800
24. レバニラ炒め定食

（Stir-fried liver and Chinese chive Meal）……………… ￥800
25. ナスの辛子炒め定食

（Stir fried eggplant and Chili） ………………………… ￥800
26. 麻婆豆腐定食 （Mapo Tofu Meal）………………… ￥800
27. 酢豚定食 （Sweet and sour pork）………………… ￥800
28. カニ玉定食 （Crab and Egg Meal）………………… ￥800
29. うま煮定食 
（Stir fried Pork, Prawn and chopped Vegetables in thick Sauce） ￥800
30. 豚肉辛子炒め定食 

（Stir fried Pork, some Vegetables and Chili）…………… ￥800
31. 鳥肉辛子炒め定食 

（Stir fried chicken, some Vegetables and Chili）……… ￥800
32. つけめん定食 （Dipping noodles Meal） ………… ￥850

※各種大盛りは 100 円増しです。
*100yen for a large Serving.
※薄味がお好みの方、油控えめがお好みの方は、ご注文の際にお気軽に
お申し付けください。
*Let us Know if you want your food light or less oily.
※各種お料理お持ち帰りできます。指定時間に合わせてお作りいたし
ますのでお気軽にご注文ください。
*All the food is available for take-out.

Dishes 一品料理

33. ギョウザ （Dumplings） ……………………………… ￥500
34. シューマイ （Steamed meat dumplings）………… ￥500
35. 肉野菜炒め （Stir-fried meat and vegetables）…… ￥700
36. レバニラ炒め （Stir-fried liver and Chinese chive） ￥700
37. レバ味噌炒め （Stir-fried liver and Miso）………… ￥700

38. マーボー豆腐 （Mapo Tofu）………………………… ￥700
39. ナスの辛子炒め （Stir fried eggplant and Chili）    ￥750
40. 豚肉唐辛子炒め （Stir fried Pork and Chili） ……… ￥800
41. 鳥肉唐辛子炒め （Stir fried chicken and Chili）…… ￥800
42. ホイコーロー （Twice cooked pork ）………………￥1000
43. 鳥肉ピーマン炒め

（Stir-fried chicken and bell pepper）……………………￥1200
44. 鳥肉椎茸炒め

（Stir-fried chicken and  shiitake mushroom）…………￥1200
45. 酢豚 （Sweet and sour pork）………………………￥1200
46. カニ玉 （Crabmeat omlet with sweet Sour Sauce） ￥1200
47. 八宝菜 
（Stir-fried Vegetables and Meat in Starchy Sauce）    … ￥1200
48. 海老チリソース煮 （Stewed shrimp with chili sauce）￥1200

Soupスープ

49. 野菜スープ（大） （Vegetable soup (Large)） ……… ￥400
50. 玉子スープ （Egg soup）…………………………… ￥300
51. 玉子スープ（大） （Egg soup (Large)） …………… ￥400
52. 四川スープ （Sichuan soup）……………………… ￥300
53. 四川スープ（大） （Sichuan soup (Large)） ………… ￥400
54. とん汁 （Miso soup with pork and vegetables）    … ￥300
55. とん汁（大） 
（Miso soup with pork and vegetables (Large)） ……… ￥400

Riceライス

56. 小盛り (Small） ……………………………………… ￥150
57. 並盛り （Medium） …………………………………… ￥200
58. 大盛り （Large） ……………………………………… ￥300

Appetizerおつまみ

59. もやし （Sprout） ……………………………………… ￥250
60. ピータン （Duck egg） ……………………………… ￥300
61. メンマ （Bamboo shoots）…………………………… ￥300
62. 中華風冷奴 （Chinese tofu）………………………… ￥300

Kōyōrō 

Food Menu

Drink Menu
Alcohol アルコール

63. キリンラガー ( 中ビン） （Bottle Beer (Kirin)） …… ￥500
64. スーパードライ（中ビン） （Bottle Beer (Asahi)）      ￥500
65. 一番搾り生（中） （Draft Beer (Kirin) (medium)）     ￥500
66. 一番搾り生（小） （Draft Beer (Kirin) (small)）  …… ￥350
67. 日本酒沢の井 （Japanese sake sawa no yido）…… ￥350
68. 紹興酒 （Shaoxing rice wine）……………………… ￥400
69. チューハイ （Shochu highball） …………………… ￥400
70. ウーロンハイ （Oolong highball） ………………… ￥400
71. ハイボール （Highball） …………………………… ￥500

Soft drink ソフトドリンク

72. コカコーラ （coca coke）……………………………… ￥200
73. オレンジジュース （orange juice）………………… ￥200
74. ウーロン茶 （Oolong tea） ………………………… ￥200
75. サントリー　オールフリー （Suntory all free）……… ￥350

Shochu Recommended
光陽楼おすすめ焼酎

76. 尋ね鳥  麦（25 度）グラス 

（Tazunetori Barley  25° Glass）………………………… ￥500
77. 尋ね鳥  麦（25 度）ボトル 
（Tazunetori Barley  25°Bottle) …………………………￥4500
78. 魯山人 芋（25 度）グラス 
（Rosanjin Potato 25°Glass）…………………………… ￥450
79. 魯山人 芋（25 度）ボトル 

（Rosanjin Potato 25°Bottle） …………………………￥4000
80. 赤利右衛門  芋（25 度）グラス

(Akariemon Potato 25°Glass) ……………………………… ¥400
81. 赤利右衛門  芋（25 度）ボトル 

（Akariemon Potato 25 Bottle）…………………………… ￥3500
82. 瑞泉  青龍  泡盛  （古酒 30 度）  グラス 
（Zuisen  seiryu awamori koshu  Glass）………………… ￥400
83. 瑞泉  青龍  泡盛  （古酒 30 度）  ボトル

（Zuisen  seiryu awamori koshu  Bottle）………………￥3500
84. 香吟のささやき  麦（28 度）グラス 
（Koginnosasayaki Barley 28°Glass）　……………………    ￥450
85. 香吟のささやき  麦（28 度）ボトル

（Koginnosasayaki Barley 28°Bottle）　…………………   ￥4000
86. 前田利右衛門  芋（25 度）グラス

（Maedariemon Potato 25°Glass） …………………………… ￥400
87. 前田利右衛門芋（25 度）ボトル

（Maedariemon Potato 25°Bottle）…………………………… ￥3500
88. 北薩摩　芋（25 度）グラス 

（Kitasatsuma Potato 25°Glass）……………………… ￥400
89. 朝日　黒糖（30 度）グラス 

（Asahi kokuto 30° Glass）……………………………… ￥400
90. 朝日　黒糖（30 度）ボトル 
（Asahi kokuto 30° Bottle） ……………………………￥3500

※ロック、水割り、お湯割り等お選びいただけます 。
*Available on the Rock or with Water/Hot water.
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<Ingredients/Taste>

<Notice>
Some of restaurants accept CASH ONLY
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EXPERIENCE
SUGINAMI TOKYO

協力：

Egg
Chicken Pork
Beef Fish

Seafood Vegetables
Dairy Products

Flour
Spicy
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