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Food Menu ランチタイムメニューです。

営業時間 月、火、金 ／ 9:00～18:00   ／水、木 9 :00～14:00 定休日 土、日、祝日TAIKEIDO NEO Garden Cafe

Lunch time Food Menu

薬膳ハンバーグプレート

薬膳ハンバーグは、

信州屋さんの豚肉、

深谷リーキ、

田中農場さんの卵、

椎茸、

山芋、

ミカンの皮、

黒木耳、

玄米粉、等を使用し

た、美味しくて体に

優しく元気の出るハ

ンバーグです。

1つ1つの素材を活

かすために下準備を

してから、混ぜる順

番も決め、時間をか

けて丁寧に作ってい

る世界に1つだけの

大事な1品です。

生薬をたっぷりと入れたスープに鶏肉を
しっかりと漬けこんでから蒸しあげた、蒸
し鶏です。自家製オニオンソースとの相性
も抜群です。

1,320yen

薬膳蒸し鶏プレート

薬膳蒸し鶏・薬膳スープ・深谷ねぎの甘酢漬け
ごぼうの煮もの・日替わりお惣菜
人参ラぺ・サラダ（自家製玄米ドレッシング）
田中農場さんの卵の煮卵・玄米ご飯

1,320yen

オムライスプレート

玄米ご飯大盛り 110yen

1,320yen

田中農場さんのオムライス
薬膳スープ・深谷ねぎの甘酢漬け
ごぼうの煮もの・日替わりお惣菜
人参ラぺ・サラダ（自家製玄米ドレッ
シング）
玄米ご飯

10:00～14:00 
水、木のみL.O.13:20 

ランチタイム

薬膳キーマカレー・薬膳スープ・深谷ねぎの甘酢漬け
ごぼうの煮もの・日替わりお惣菜
人参ラぺ・サラダ（自家製玄米ドレッシング）
田中農場さんの卵の煮卵・玄米ご飯

チョイ足しキーマ・チョイ足しカレー 330yen 

薬膳スープ

薬膳キーマカレープレート
価格はすべて税込です。

薬膳ハンバーグ・薬膳スープ・深谷ねぎの甘酢漬け・ごぼうの煮もの
サラダ、人参ラぺ（自家製玄米ドレッシング）・田中農場さんの卵の煮卵
玄米ごはん

自家製薬膳カレーに少しスパイスを加え、作りま
した、人気のキーマカレーです。

おかげさまで薬膳スープを復活させてほしいとのお声を沢山いただきまして
以前のスープを少し改良しながら出来上がりました。
身体を温め、胃腸の働きを助け、水分代謝、糖質吸収を抑える、などの目的で生薬
を厳選し入れています。
心ホッコリ、身体全体に行きわたる優しさを感じながら召し上がっていただけると
いいな、という想いで仕上げました。
深谷リーキのペーストも入っておりますので、リーキの味も感じつつお召し上げり
ください。

1,320yen



de

営業時間 月、火、金 ／ 9:00～18:00   ／水、木 9:00～14:00 定休日 土、日、祝日TAIKEIDO NEO Garden Cafe

Lunch time only
Dessert Drink Set

ソフトドリンク

お野菜と生薬とスパイスだけで作った、薬
膳カレー。お肉不使用なのでビーガンの方
にも好まれています。

1,320yen

薬膳カレープレート

薬膳カレー・薬膳スープ・深谷ねぎの甘酢漬け
ごぼうの煮もの・日替わりお惣菜
人参ラぺ・サラダ（自家製玄米ドレッシング）
田中農場さんの卵の煮卵・玄米ご飯

1,320yen

薬膳雑炊プレート

1,320yen

薬膳スープ雑炊（玄米ご飯）
日替わりお惣菜3品

ランチプレート
ご注文の方
限定セット

特製そぼろ・薬膳スープ・深谷ねぎの甘酢漬け
ごぼうの煮もの・日替わりお惣菜
人参ラぺ・サラダ（自家製玄米ドレッシング）
田中農場さんの卵の煮卵・玄米ご飯

デザート.ドリンクのセットNEO特製そぼろプレート

Drinkはこちらからお選びください

大人気の薬膳スープと玄米を一緒にした、薬膳雑
炊。心と身体がホッコリ、スッキリしたいときに
おススメ

neo特製の人気の鶏そぼろ なぜか癖になる味

550yen

Food Menu
Lunch time Food Menu

珈琲 HOT/COLD

カフェラテ HOT/COLD

ソイラテ HOT/COLD

BIRTH TEA HOT
オリジナルハーブティー
ノンカフェインティー

アップル・オレンジ
グレープフルーツ・アサイー

竜眼肉とバナナの
パウンドケーキ

りゅうがんにく

生チョコ
ガトーショコラ



Café Menu

TAIKEIDO NEO Garden Cafe

10:00~18:00

単品ご注文は

パウンドケーキ
アイス
ガトーショコラ
ナツメシロップ漬け

850yen

価格はすべて税込です。

バナナ酵素スムージー
・ケール豆乳
・ベリー枸杞
・ナツメコーヒー

750yen

お飲み物は
珈琲、カフェラテ、BIRTH、
ソフトドリンクから
お選びください

47種類のお野菜、果物、アガリクスやメシ
マコブ、冬虫夏草などを材料にした酵素が
入っております。

バスクチーズケーキ

450yen

Cut
3,280yen

Hall

ナツメカラメルプリン
田中農相さんの卵使用
ナツメでカラメルを作りました

350yen

チョコプリン

田中農場さんの卵使用

350yen

フランボアーズムース

田中農場さんの卵白使用

350yen

350yen

350yen

Desert

Café time限定 Desert Set  14:00~18:00（月、火、金）

Desert Set

350yen

アップル・オレンジ
グレープフルーツ・アサイー

テイクアウトもできますので、お気軽にお声かけください

ホールケーキは、1週間前までにご予約下さい。

350yen

TAIKEIDO×All My Tea
世界が認めたハーブティ‐専門店とのコラボ
活性酸素除去の期待が大きいルイボスティ‐の中でも
レッドルイボスティ‐をベースに、ナツメ、クコ、
シナモン、ミカンの皮にラズベリーを加えた
リラックスしたい時や疲れた時に最適なハーブティ‐
ノンカフェインなので、いつでも、どなたでも
安心してお飲みいただける最上級のハーブティ‐

300yen 300yen

300yen

Drink

営業時間 月、火、金 ／ 9:00～18:00   ／水、木 9:00～14:00 定休日 土、日、祝日

珈琲 HOT/COLD

カフェラテ HOT/COLD

ソイラテ HOT/COLD

BIRTHティー HOT

ソフトドリンク

350yen

432yen
店内 店内

店内 店内

このスムージーのすごいところは

貧血、便秘、ストレス、冷え、アンチエイジングに大人気のナツメ
店内で販売もしておりますので是非お試しください

白佐藤不使用、グルテンフリー



TAIKEIDO 
NEO 
Garden
Café 

TAIKEIDO NEO Garden Cafe

玄米は疲労回復や糖質をエネルギーに変えてくれる、ビタ
ミンB１が白米の5倍！
便秘の予防や、血糖値の上昇を抑え、コレステロールの吸
収を抑える、食物繊維が白米の6倍！
老化防止や生活習慣病予防に欠かせないフィチン酸や、γ
オリザノールを含み、亜鉛やマグネシウムなどの
ミネラルも豊富に含み、ダイエットや美容にもとても大事
にな栄養素ばかりです。
普段食す習慣のない方でも、是非よく噛んで食べてみてく
ださい。噛めば噛むほど美味しく身体にも良いです。
普段から健康のために食事に気を付けている方はもちろん、
気を付けたいけど忙しくてなかなか・・・という方は、た
まにはNEOで身体をリセットしてみてください。

,薬膳と玄米を美味しく食べられるcafe

営業時間 月、火、金 ／ 9:00～18:00   ／水、木 9:00～14:00 定休日 土、日、祝日



Food Menu ランチタイムメニューです。

Lunchi 11:00～14:30  ／ Cafe  14:30～17:30   ／ Dinner  17:30～22:00TAIKEIDO NEO Garden Cafe

Lunch time Food Menu

日替わりNEOご膳 1,100yen
玄米ご飯、みそ汁、本日の主菜、漬物、サラダ、お惣菜1種品+選べるお惣菜2品

薬膳スープセット DELL3種盛りプレ-ト
玄米ご飯、選べるお惣菜3品 玄米ご飯、みそ汁、選べるお惣菜3品

1,100yen 820yen

食前ミニドリンク 付き

1,000yen

和風
サラダボウル
大豆、豆腐、納豆etc
大豆由来の植物性蛋白質にアボカ
ドと野菜の乗せたどんぶりです。

1,100yen

NEO特製
そぼろ丼

選べるお惣菜3品 、みそ汁 付き

1,100yen

玄米ご飯の上にNEO特製そぼろを
のせて、日替わりの選べるお惣菜
と一緒に

わさび醤油 梅ポン酢or

11:00～15:00 
L.O.  14:30

ランチタイムメニュー

590yen

サラダ、みそ汁 付き

お食事をご注文のお客様にランチタイムだけの特別なセット価格です。

デザート& ドリンクセット

玄米のご飯
オムライス

価格はすべて税抜きです。

NEO de

690yen

380円までのドリンク
とデザートのセット

550円までのドリンク
とデザートのセット

ドリンクのみは100円引き（380円までのドリンク）

NEO de

NEO de

Launch time



Food Menu
11:00～15:00 L.O.  14:30
17:30～22:00 L.O.  21:30

Lunchi 11:00～14:30  ／ Cafe  14:30～17:30   ／ Dinner  17:30～22:00TAIKEIDO NEO Garden Cafe

Dinner & Lunch time Food Menu

薬膳スープNEOご膳

みそ汁、サラダ、漬物 付

デトックス
薬膳カレー

サラダ、自家製チャパティー 付

1,400yen1,580yen

自家製
ローストビーフ丼
玄米ご飯の上に自家製ロースト
ビーフを乗せたスタミナたっぷり
のどんぶり

1,500ye
n

玄米ご飯、みそ汁、本日の主菜、本日の総菜1品+選べるお惣菜2品、漬物、サラダ

玄米、天然だしから作った無添加味噌汁を

中心に惣菜、薬膳等を取り入れた食事でき

る限り添加物をつかわず、素材の味を活か

したカラダ喜ぶ美味しいごはんをお楽しみ

ください。

豚の生姜焼きご膳 鶏の照り焼きご膳
玄米ご飯、みそ汁、漬物、サラダ 玄米ご飯、みそ汁、漬物、サラダ

1,580ye
n

1,500ye
n

デトックス・ダイエット・美肌など
若返りがたっぷり！
さらには、胃腸を元気に疲れにくく
するなど・・カラダ喜ぶカレー♪
自家製チャパティ付き

ディナー&ランチタイムメニュー

680yen

お子様プレート
玄米ご飯、鶏の照り焼き

選べるお惣菜 1品、サラダ

ジュース 付き

価格はすべて税抜きです。

こだわり「玄米」

発芽できる生命力があ

る生きた食品と言われ、

体内酵素を増やし、腸

も若返る玄米ご飯

大 盛 おかわり100yen 150yen

こだわり「味噌汁」

海のミネラルがたっぷり

含まれた天然だし汁と発

行食品の味噌、体内酵素

を増やします。

玄米ご飯のおかわり、大盛



À la carte

国産豚のしょうが焼き

国産鶏の照り焼き

ローストビーフ

白コロホルモン甘辛炒め

牛ステーキ

カマンベールチーズブルーベリー添え

トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ風サラダ

お豆腐とアボカドの玄米ドレッシングサラダ

チーズの盛り合わせ

パルマ産生ハム

ムール貝の酒蒸し

お惣菜三種

トマトスライス

キャベツのナムル

もろきゅう

えいひれ

するめの天ぷら

焼きおにぎりの薬膳あんかけ

牛のステーキご膳
玄米ご飯、みそ汁、漬物、サラダ 付

NEO特製薬膳
玄米リゾット
サラダ、選べるお惣菜付き

1,380yen

1,380yen

2,100yen

2,900yen

1,260yen

1,000yen

850yen

780yen

350yen

350yen

300yen

550yen

550yen

トマト クリームor

Food Menu

600yen

550yen

600yen

850yen

850yen

850yen

Half

700yen 1,200yen

700yen 1,050yen

Half

700yen 1,300yen 1,200yen

Lunchi 11:00～14:30  ／ Cafe  14:30～17:30   ／ Dinner  17:30～22:00TAIKEIDO NEO Garden Cafe

Dinner time Food Menu

17:30～22:00  
L . O .  21 :30

ディナータイムメニュー

価格はすべて税抜きです。

カラダ喜ぶ NEOのパーティープラン

創作料理コース

飲み放題プラン（2時間)

2,500yen
1,500yen

～ 4,000yen
1,000yen

アルコール

ノンアルコール



Café Menu

Lunchi 11:00～14:30  ／ Cafe  14:30～17:30   ／ Dinner  17:30～22:00TAIKEIDO NEO Garden Cafe

14:30～17:30

カフェタイムメニュー

ブルｰベリｰと
クリｰムチｰズ
のサンドイッチ

お惣菜の
サンドイッチ

450yen 500yen

価格はすべて税抜きです。

Juicy sandwiched between 

slowly roasted home-made 

roast beef・・・

DELL3種盛りプレ-ト
玄米ご飯、みそ汁

820yen

ショーケースから
お選び下さい

お惣菜3品 はショｰケｰスから
お選び下さい。

ケーキは季節によって内容が異なります。ショーケースよりお選び下さい。
当店のケーキはグルテンフリーとなっております。

チｰｽﾞｹｰキ
cheesecake

400yen
Cut

3,200yen
Hall

ガトｰショコラ
Gateauchocolate

400yen
Cut

3,200yen
Hall

キャロットケｰキ
Carrotcake

400yen
Cut

3,200yen
Hall

バナナケｰキ
Bananacake

400yenCut
3,200yen

Hall

シフォンケｰキ
Chiffoncake

400yen
Cut

1,800yenHall

ブリュレ
Brulee

cake

sandwich

Ice Cream 350yen

香ばしいキャラメルと甘く
てとろっとしたカスタード

自家製
ロｰストビｰフの
サンドイッチ

600yen

サンドイッチは、カフェタイム限定（14:30～17:30）で持ち帰りできます。

ホールケーキは、1週間前までにご予約下さい。

400yen

バニラアイス

バニライスに自家製グラノーラとラズベリーを添えて

黒ゴマアイス

黒ゴマアイスにきな粉をかけて、お好みで黒蜜をかけて
お召し上がりください。

黒ゴマとバニラのアイス

バニラと黒ゴマアイスにきな粉をかけて、お好みで黒蜜をかけて
お召し上がりください。



昆布とかつお節からとった和風だしに、日本伝統の調味料である醤油と豆乳味噌の２

種類の味に仕上げました。生薬エキスが入ったスｰプごとたっぷりお召し上がり下さい。

薬膳鍋

Lunchi 11:00～14:30  ／ Cafe  14:30～17:30   ／ Dinner  17:30～22:00TAIKEIDO NEO Garden Cafe

Dinner time Food Menu

17:30～22:00
L. O.  21 :30

ディナータイムメニュー

価格はすべて税抜きです。

-Hot pot- 01

クコの実コース

3,000ye
n

ナツメコース

バラコース

ビタミンA、C、B、カルシウム、鉄分などが摂れ、アンチエイジングや
滋養強壮、眼精疲労に使われるクコの実をトッピング

コースをお選びください。

カリウム、亜鉛、鉄分、葉酸、食物繊維、パントテン酸、ナイアシンなどが豊
富に含まれ、美容や貧血防止に使われるナツメをトッピング

Pot Course

気持ちを楽にしてくれたり、血液のめぐりを高めたり、女性疾患によく
使われるマイカイカをトッピング

4,000ye
n

2,500ye
n

豆乳味噌 と醤油スープの2種類の味にベース具材のお野菜とお肉、〆が付きます。

コースの具材よりお好みのコースをお選びください。

前菜3点

ベースの具材：季節のお野菜、お肉、〆

コースの具材：クコの実

前菜3点

ベースの具材：季節のお野菜、お肉、〆

コースの具材：ナツメ、きのこ盛り合せ

前菜3点

ベースの具材：季節のお野菜、お肉、〆

コースの具材：バラ(マイマイカ)、きのこ盛り合せ

エビ・ホタテ

鍋の基本具材は9種類豚バラ・つくね・牛ホルモン



毎月第2水曜に搾油し、第2金曜から販売、発送、
スーパーフレッシュえごま油

搾りたて

毎月3日、受付終了TAIKEIDO GROUP

定期搾油販売開始しました

定期申し込みの方
20本で1本サービスの
サービス券付き-えごま油-

※

郵送コース

1,760ye
n

毎月7日にご自宅へ届くよう手配いたします。

コースをお選びください。

毎月7日に、店舗にてご用意してお待ちしております。

Pot Course

1,760yen+送料

YouTube まりなおチャンネル

エゴマ畑で1年かけて

育ててきました。

1日1杯（小さじ１）のえごま油を食すだけで、身体にとって様々な良い影響を

もたらすと言われている、「オメガ３脂肪酸（α-リノレン酸）」を摂取でき、

コレステロールの高い方や、血流を良くしたい方、中性脂肪でお悩みの方、ア

レルギー体質やダイエット、認知、心臓系の予防にも大きな注目をあびていま

す。オメガ３（必須脂肪酸）は体内で作ることが出来ないだけでなく、不足し

がちな為、毎日摂取することがおススメです。

良質の油ですので美容にも、アンチエイジングも期待できます。

国産（秩父）の純粋な荏胡麻を焙煎して搾油することで、荏胡麻自体が抗酸化

物質となり、品質も良い状態で摂取することができます。

毎月、搾りたての贅沢なエゴマで健康で若々しく楽しい日々を送ってください。

大慶堂各店舗どこでも販売可能

お店受取コース

ご注文はこちら

〒
ご住所

お名前

毎日小さじ1杯の健康法

電話番号

お店受取コース

郵送コース□

□

店舗受取の方は店舗名

ご注文は毎月
3日が閉切



7種のきのこの
盛り合わせ

柳まつたけ、甘シャキ味えのき、野生種えのき、

ジャンボひら茸、とき色ひら茸、ヤマブシ茸、

ハナビラ茸

玄米ご飯 + たまご玄米ご飯 + チーズ

300yen

350yen 350yen

Lunchi 11:00～14:30  ／ Cafe  14:30～17:30   ／ Dinner  17:30～22:00TAIKEIDO NEO Garden Cafe

キノコ盛り、野菜盛り、お肉や魚介等の追加メニューもご用意。自分流の薬膳鍋をお

楽しみください。〆には中華麺、玄米ご飯があり、特に玄米ご飯とチーズトッピング

の組み合わせが洋風おじや風でおすすめです。

Vegetables 680yen

野菜の盛り合わせ

もやし、きゃべつ、長ネギ、チンゲン菜、紅東

中華麺

Rice & Noodles

国産豚もも肉

国産鶏肉

480yen

450yen

Meat

Seafoods

エビ

ホタテ

550yen

530yen

キノコは豊富な食物繊維を含み、腸内細菌を
活性化し、キノコに含まれる多糖体には免疫
力を高める働きがある。

Mushroom 580yen

03 お好みで単品メニューを追加できます。Separetely

□ ストレスが多い

□ ストレス太り、過食になる

□ 生理前にニキビができやすい

□ 眠れないことが多い

□ 夢が多い、寝言・うわごとが多い

□ 元気がない

□ 目の疲れがある

□ 視力低下が気になる

□ めまい、立ちくらみがする

□ 整理不順、生理痛がある

□ 動機、息切れがある

□ 血色が悪い、貧血気味

□ 足腰がだるい

□ 腰痛

□ 耳鳴り、耳が遠い

□ 精力減退気味

□ むくみやすい

□ 夜間トイレに起きる

プラス50円で醤油スープまたは

豆乳味噌にクロレラパウダーを加えることができます。

クロレラをプラスすることで葉緑素・ビタミンB12など栄

養分の補給ができます。野菜にこだわる方におすすめです。

plus
50yen

すべての原動力となる生命
エネルギー、元気の素

血液の事で、全身に栄養を
運び老廃物を回収します

体内を潤し体温調節や関節
の動きを滑らかにします。

02

お鍋に入れる生薬を説明またはチェックシートを参考にお選び下さい。

お鍋は、豆乳味噌スープと醤油スープの2つに分かれていますので「肝」「心」「腎」

から２種類お選び下さい。

Herbal medicine 

肝 八角、ういきょう、アニス 桂皮、

丁字、丹参、花椒、竜眼肉、連肉など

心 丹参、クコの実、ナツメ、竜

眼肉、当帰など

腎 ハトムギ、丹参、八角、うい

きょう、アニス、桂皮、丁字、生姜

生薬をお選びください。


