
特濃煮干らーめん

¥820（税込¥885）

煮干しの出汁が香ばしい、秋限定の一杯です

<アレルギー表示について>食品衛生法にて表示が義務づけられている7品目をマークで表示しています。ただし、本来その商品に使用しない
食材が調理の段階で付着・混入する可能性があり、絶対的なものではありません。最終的には担当医と相談の上、お客様自身がご判断ください。

<ALLERGIES> According to food safety laws, we mark 7 allergy categories for our menu. However, we cannot guarantee that during 
the manufacture of our certain ingredients some allergic contaminants we mixed in. Please consult your physician for final approval.

MilkWheat Egg Peanut Soba Shrimp Crab

Dried sardine ramen 雑



<ALLERGIES> According to food safety laws, we mark 7 allergy categories for our menu. However, we cannot guarantee that during 
the manufacture of our certain ingredients some allergic contaminants we mixed in. Please consult your physician for final approval.

MilkWheat Egg Peanut Soba Shrimp Crab

Whole soy beans fermented to perfection
to create our special shoyu soy sauce.
Soup is made from three types of fish 
stock for a refined Japanese flavor.

丸大豆仕込みの香り高い醤油は昔懐かしい
醤油ラーメンを感じさせてくれます。
鯖、鰹、煮干のお出汁を効かせたスープ、
これこそが「日本の味」。

チャーシュー２枚・味玉・メンマ・ねぎ・のり

SHOYU Special Ramen
芳醇特製 醤油らーめん

¥1,120（税込¥1,209）

大盛り大盛り
+￥100+￥100
(税込¥108)(税込¥108)

SHOYU ramen

芳醇醤油 らーめん

チャーシュー１枚・メンマ・ねぎ

¥720
（税込¥777）

SHOYU egg ramen

芳醇醤油 味玉らーめん

チャーシュー１枚・味玉・メンマ・ネギ

¥820
（税込¥885）

Chashu pork SHOYU ramen

芳醇醤油 チャーシュー麺

チャーシュー３枚・メンマ・ねぎ

¥920
（税込¥993）

大盛り大盛り
+￥100￥100
(税込¥108)(税込¥108)

小ライス&惣菜３点盛りセット小ライス&惣菜３点盛りセット焼き餃子セット(６ヶ)焼き餃子セット(６ヶ)

+¥330+¥330
(税込 ¥356)(税込 ¥356)

こちらの２種からこちらの２種から
お選びいただけますお選びいただけます

サイドセットサイドセット



<アレルギー表示について>食品衛生法にて表示が義務づけられている7品目をマークで表示しています。ただし、本来その商品に使用しない
食材が調理の段階で付着・混入する可能性があり、絶対的なものではありません。最終的には担当医と相談の上、お客様自身がご判断ください。

乳小麦 卵 落花生 そば エビ カニ

Deep and rich soup made from 
Okinawan salt & kombu seaweed.

沖縄の塩と昆布の旨味が凝縮するよう
素材を余すとこなく活かし、
複数の貝類と節を加えて炊き出すことで、
至福のスープに仕上げました。

SHIO ramen

淡麗塩 らーめん

チャーシュー１枚・メンマ・ねぎ

¥720
（税込¥777）

Egg SHIO ramen

淡麗塩 味玉らーめん

チャーシュー１枚・味玉・メンマ・ネギ

¥820
（税込¥885）

Pork chashu SHIO ramen

淡麗塩 チャーシュー麺

チャーシュー３枚・メンマ・ねぎ

¥920
（税込¥993）

大盛り大盛り
+￥100￥100
(税込¥108)(税込¥108)

小ライス&惣菜３点盛りセット小ライス&惣菜３点盛りセット焼き餃子セット(６ヶ)焼き餃子セット(６ヶ)

+¥330+¥330
(税込 ¥356)(税込 ¥356)

こちらの２種からこちらの２種から
お選びいただけますお選びいただけます

サイドセットサイドセット

SHIO Special Ramen

チャーシュー２枚・味玉・メンマ・ねぎ・のり

淡麗特製 塩らーめん
大盛り大盛り
+￥100+￥100
(税込¥108)(税込¥108)

¥1,120（税込¥1,209）



¥450
（税込¥486）

味玉・のり・メンマ

お子様らーめん<塩・醤油>
SHOYU ramen / SHIO ramen for children

<ALLERGIES> According to food safety laws, we mark 7 allergy categories for our menu. However, we cannot guarantee that during 
the manufacture of our certain ingredients some allergic contaminants we mixed in. Please consult your physician for final approval.

MilkWheat Egg Peanut Soba Shrimp Crab

チャーシュー１枚・メンマ・ねぎ・刻みのり

Zaru ramen

ざるらーめん

魚介系の風味と適度な酸味のバランスが
喉越しのよい麺に良く合います

¥820（税込¥885）

大盛り大盛り
+￥150+￥150
(税込￥162)(税込￥162)

ひき肉・温玉・豆もやしキムチ・メンマ
ねぎ・刻みのり・ゴマ

Maze soba

まぜそば

練り胡麻と唐辛子、胡椒にカレーパウダーで
香り付けした醤油ベースの特製タレを使用

¥820（税込¥885）

大盛り大盛り
+￥150+￥150
(税込￥162)(税込￥162)

レンコン・サトイモ・ジャガイモ・ねぎ

Spicy dandan men

赤辛坦々麺

山椒のスパイスと和の香り食材を
あわせた新しい坦々麺

¥800（税込¥864）

大盛り大盛り
+￥100+￥100
(税込￥108)(税込￥108)

+¥330+¥330
(税込 ¥356)(税込 ¥356)

小ライス&惣菜３点盛りセット小ライス&惣菜３点盛りセット焼き餃子セット(６ヶ)焼き餃子セット(６ヶ)

こちらの２種からこちらの２種から
お選びいただけますお選びいただけます

サイドセットサイドセット



Smoked Octopus Marinade /
Snack Menma

Chilled Tomato / 
Smoked Salmon Carpaccio

Green onions and Chasyu /
Sprout Kimchi

¥280
（税込¥302）

Sesame cucumber

胡麻きゅうり

¥500
（税込¥540）

Smoked salmon carpaccio

スモークサーモンのカルパッチョ

¥280
（税込¥302）

Edamame

枝付き塩えだまめ

¥550
（税込¥594）

Smoked octopus marinade

北海タコの燻製マリネ

Chilled tomato

冷やしトマト

¥350
（税込¥378）

¥300
（税込¥324）

3 veggie sides

３種お惣菜盛り

¥200
（税込¥216）

Sprout kimchi

豆もやしキムチ

Snack bamboo Shoots

おつまみメンマ

¥200
（税込¥216）

¥250
（税込¥270）

Snack green onions

おつまみネギ三昧

¥450
（税込¥486）

Green onions and chasyu

ネギチャーシュー盛り

¥360¥360
（税込¥388）（税込¥388）

Gyoza (chinese dumplings)Gyoza (chinese dumplings)

焼き餃焼き餃子 （6個）個）

<アレルギー表示について>食品衛生法にて表示が義務づけられている7品目をマークで表示しています。ただし、本来その商品に使用しない
食材が調理の段階で付着・混入する可能性があり、絶対的なものではありません。最終的には担当医と相談の上、お客様自身がご判断ください。

乳小麦 卵 落花生 そば エビ カニ



Menma Rice / Green Onion Chashu Rice

<アレルギー表示について>食品衛生法にて表示が義務づけられている7品目をマークで表示しています。ただし、本来その商品に使用しない
食材が調理の段階で付着・混入する可能性があり、絶対的なものではありません。最終的には担当医と相談の上、お客様自身がご判断ください。

<ALLERGIES> According to food safety laws, we mark 7 allergy categories for our menu. However, we cannot guarantee that during 
the manufacture of our certain ingredients some allergic contaminants we mixed in. Please consult your physician for final approval.

MilkWheat Egg Peanut Soba Shrimp Crab

¥360
（税込¥388）

Almond pudding 
w/ mango sauce

マンゴウ果肉ソースの杏仁豆腐

¥150
（税込¥162）

Rice

ごはん

¥100
（税込¥108）

Rice (small)

小ごはん

Bamboo shoots rice ¥280
（税込¥302）

メンマごはん

Seasonal rice ¥380
（税込¥410）

季節の彩りごはん

Ground meat 
Soft boiled egg rice

肉そぼろ温玉ごはん

¥450
（税込¥486） Green onion chashu rice

ネギチャーシューごはん

¥450
（税込¥486）



コカコーラ

¥200
（税込¥216）

Coca cola

¥200
（税込¥216）

Ginger ale
ジンジャエール

BEVERAGEソフトドリンク

¥200
（税込¥216）

Green tea
緑茶 <HOT/ICED> 

ウーロン茶

¥200
（税込¥216）

Oolong tea

オレンジジュース

¥200
（税込¥216）

Orange juice

ビール Beer

Heartland
(Draft beer)

ハートランド

GLASS  ¥550
（税込¥594）

BOTTLE ¥600
（税込¥648）

BOTTLE ¥400
（税込¥432）

Kirin ZERO ICHI
(Non alcohol beer)

焼酎/サワー
Shochu / Sour (Sour=Shochu coktails)

¥380
（税込¥410）

Green tea high
緑茶ハイ

¥380
（税込¥410）

梅干しサワー

Plum  sour

¥380
（税込¥410）

Fujisanroku highball
富士山麓ハイボール

¥380
（税込¥410）

Oolong high
ウーロンハイ

¥380
（税込¥410）

柚子蜜サワー

Yuzu honey sour

¥380
（税込¥410）

レモンサワー

Lemon sour

キリン 零 ICHI


