
 

～ラーメン～           
Ramen Noodle Soup 

味噌ラーメン        ￥７８０ 
Miso ramen soup is 
flavored soybean paste  

塩ラーメン       　 ¥７８０ 
Salty ramen noodle 
soup 

醤油ラーメン        ￥７８０ 
Soy sauce flavor ramen 

 トッピング　　Topping

野菜　　　　　　　￥100 
Fried vegetables 

バター　　　　   ￥100 
Butter　 

チャーシュー　　　￥200 
Barbecued pork 

※大盛り              ￥100 
　jollop



 
 

ざるラーメン　　　　￥６５０ 
Zaru ramen

冷やしラーメン   ¥８５０ 
Cooled ramen 
（7月～8月  夏期間限定）



 
 

～そば～       Soba 

ざるそば       ¥６００ 

かけそば       ¥６００ 
Soba in hot soup

～うどん～　Udon　　　
鍋焼きうどん           ¥８００ 
Pan fried 
（11月～3月 冬季間限定）

トッピング　topping 

野菜かき揚げ     ¥150 
Fritters of vegetables

えび天       ¥150 
Prawn tempura



 ～ごはんもの～ 
rice dish

おにぎり（おかか    うめ）        ¥２００    
Rice-ball(katuobushi.  Plum)

大ライス　　        ￥２００ 
Big rice 

ライス               　¥１６０ 
Rice 

小ライス               ¥１３０ 
Small rice

チャーハン　　　￥７５０ 
Fried rice 



 

カレーライス      　　 ￥７３０ 

エビフライカレー　　￥９５０　　 
Fried shrimp curry

～ カレー ～ 
Curry 

カツカレー         　 ￥１０５０ 
Cutlet curry and rice



 ～丼もの～                       

Rice bowl dishes

豚丼                      ¥８３０ 
Pork bowl

親子丼                   ¥７８０ 
Chicken and eggs bowl

豚玉丼                   ¥８８０ 
Pig ball bowl



 

中華丼         ¥９５０ 
Chukadon

玉子丼           ¥７３０ 
Egg over rice donburi

カツ丼           ¥９５０ 
Pork cutlet bowl

エビとじ丼          ¥８８０ 
Ebi donburi



  しょうが焼き定食    ¥１０５０ 
The ginger stir-fry set 
menu

カツ定食           ¥１０５０ 
The fried pork cutlet set 
menu

焼肉定食          ¥１０５０ 
The roast meat set menu

～定食～     

  The set menu

カキフライ定食      ¥１０５０ 
Fried oysters set menu



 

～セットメニュー～ 
Set menu

ラーメン＋カレーライス      ¥１０５０ 
Ramen + curry and rice 

ラーメン＋チャーハン       ¥１０５０ 
Ramen + fried rice 

ラーメン＋豚丼               ¥１０５０ 
Ramen + pork bowl 

そば＋チャーハン          　　 ¥８８０ 
soba + fried rice

そば＋カレーライス       　　 ¥８８０ 
soba + curry and rice

そば＋豚丼                    　　¥８８０ 
soba+ pork bowl

※そばは 
　　かけそば（温） 
　　ざるそば（冷） 
　　　からお選びください。



 

～焼肉～ 
Grilled meat

ジンギスカン　　　　　　一人前　￥６５０ 

豚サガリ　　　　　　　　一人前　￥６５０ 

牛サガリ　　　　　　　　一人前　￥９００ 

鶏小肉　　　　　　　　　一人前　￥６００ 

冷麺　　　　　　　　　　　　　　￥７５０ 

※野菜はお一人様に付き一人前がついています。



 
～夜限定メニュー～ 
Night limited menu

ギョーザ（４ケ）　　￥５００ 
Gyoza

手羽元黒胡椒焼（３ケ）　￥５００ 
Wings original black pepper

ごぼうの唐揚げ　　　￥５００ 
Deep-fried Burdock Root

カリカリチーズ揚げ　　　￥５００ 
Crispy Deep-fried Cheese



 

 

カキフライ（３ケ）　￥５００ 
Fried oysters 

～夜限定メニュー～ 
Night limited menu

砂肝塩焼　　　　　￥５００ 
Gizzards grilled with salt

イカ焼き　　　　　　￥５００ 
Grilled squid

鶏ヤゲン軟骨焼　　　￥５００ 
Chicken bevel cartilage grilled 

サンマの竜田揚げ　　　￥５００
Whitish Deep-fried Pacific Saury



 
 

～ドリンク～　Drink 

アルコール

・コーラ                       ￥200 
   Coke 

・オレンジジュース         ￥200 
   Orange juice 

・ウーロン茶             　 ￥200 
   Oolong tea 

・ラムネ                        ￥200 
   Soda water 

・ノンアルコールビール    ¥380  
   Non-alcoholic beer 

・アイスコーヒー　　　　￥100 
　Iced coffee 

ソフトドリンク

・生ビール                          ￥500 
  Draft beer 

・瓶ビール                          ￥630 
   Bottled beer 
　 
・冷酒（国士無双）　　　　  ￥880　
   Cold sake　 

・熱燗　　　                    　 ¥600　
　hot sake 

・焼酎（鏡月）　　　　　　￥1600 
　Distilled spirits 

・各種チューハイ　　　　　  ￥280 
　Spirit-based coktail 

・ワンカップ（清酒）　　　  ￥480 
　Cup Sake 

・ワンカップ（焼酎）　　　  ￥380 
　One cup of shochu 

・ハイボール　　　　　　　　¥500 
   Highball 




