
特撰たまごかけごはん
1,000

甘み・旨み・食感が揃ったお米・魚沼産コシヒカリ「雪椿」を

新鮮で味の濃いたまごと味わうたまごかけごはん。
魚沼産コシヒカリ 「越後雪椿」、兵庫 「日本一こだわり卵」、
浅草橋 「小松屋の佃煮」、浅草海苔、小鉢、赤出し、お新香、ほうじ茶

コーヒー 500 煎茶 500 ほうじ茶 500 抹茶ミルク 650 抹茶ソイミルク 650

700とうふドーナツセット (ドリンク付き )
神奈川県湯河原にある、厳選した国産大豆と湯河原のおいしい水を使った

とうふ屋「十二庵」さんの焼きドーナツ。豆乳とおからを生地に使いふわっとしっとり優しいお味です。

セットのお飲み物は下記からお選びください。セットのお飲み物は下記からお選びください。

当店の表示価格は全て税別価格です。

 別途消費税がかかります 

MEAL

秋の和御膳 2,000

出来立て自家製豆腐や新鮮な食材を

醗酵調味料で仕上げた、身体を優しく整える御膳。

自家製とうふ、出汁巻き玉子、昆布と海苔の佃煮、
キノコのお浸し いくらのせ、おから煮、香の物、ワサビ漬け、
赤出汁、ごはん（新潟県魚沼産コシヒカリ「雪椿」）、ほうじ茶

鮭の塩焼き/塩麹焼き鳥/野菜ととうふの揚げ出し

メイン 3種からお選びください3種からお選びください

＊ HOTかICEDどちらかお選びください。DRINK



Rice served with fresh egg set

1,000

Carefully selected ingredients japanese meal set.

RiceRice（YUKITSUBAKI from Niigata) / Egg“ kodawari tamago” / YUKITSUBAKI from Niigata) / Egg“ kodawari tamago” / 

Tsukudani “ komatsuya” / Asakusa Nori seaweed / Side dish /  Tsukudani “ komatsuya” / Asakusa Nori seaweed / Side dish /  

Red Miso soup / Japanese pickles / Roasted green teaRed Miso soup / Japanese pickles / Roasted green tea

Without Tax

Drip coffee 500 Sencha 500 Roasted green tea 500 Matcha milk 650 Matcha soy milk 650

DRINK ＊Please choose HOT or ICED. 

SET DRINK Please Choose Below.

700Tofu donuts set (w/drink)

Juunian's baked donuts have been made with specially selected Japanese soy beans

and water from the Yugawara area in Kanagawa. The dough for these donuts is made

using tofu creating a soft and moist texture when you bite intothese delicious donuts.

Homemade tofu / Japanese rolled omeletteHomemade tofu / Japanese rolled omelette

Kelp and seaweed stewed in soy sauce / Mushrooms topped with cod roe /  Kelp and seaweed stewed in soy sauce / Mushrooms topped with cod roe /  

Soy pulp boiled in dashi / Pickled vegetables /  Soy pulp boiled in dashi / Pickled vegetables /  

Pickled wasabi / Red miso soup /  Pickled wasabi / Red miso soup /  

RiceRice（YUKITSUBAKI from Niigata) / Roasted green teaYUKITSUBAKI from Niigata) / Roasted green tea

Seasonal meal set 2,000
Seasonal meal sets include freshly made 
Tofu and fresh ingredients that have been seasoned.

MAIN Main Dishes(please pick one)

MEAL

Salt-grilled Salmon

Grilled chicken marinated in Koji (fermented rice yeast)

Lightly fried vegetables and Tofu



抹茶ときんつば / Matcha green tea and red bean paste wrapped in wheat-flour dough

1,000

明治36年創業の浅草・観音裏「徳太楼」さんの北海道産小豆を

水飴で仕上げた甘さ控えめの上品なきんつば。

112年間配合と味を変えていない、こだわりの逸品です。

抹茶ときんつば
Matcha green tea and red bean paste wrapped in wheat-flour dough

SET DRINK

＊HOT か ICEDどちらかお選びください。
Please choose HOT or ICED. 

+¥500
抹茶ミルク / 抹茶ソイミルク
Matcha milk / Matcha soy milk

+¥350

コーヒー / 煎茶 / ほうじ茶
Drip coffee / Sencha 
Roasted green tea

当店の表示価格は全て税別価格です。 別途消費税がかかります 当店の表示価格は全て税別価格です。 別途消費税がかかります 
Without TaxWithout Tax

700

とうふドーナツに自然な甘みのあるとうふをサンドして。

とうふドーナツサンド
Tofu donuts sand

500

濃厚なかぼちゃと旨みのある豆乳で仕上げました。

かぼちゃ豆乳プリン
Pumpkin soy milk pudding

ふんわり焼き上げた自家製人形焼きをバニラアイス、

あずき、フルーツ、アングレーズソースとご一緒に。

1,000人形焼アラモード
Baked homemade sponge cakes

抹茶アイス、白玉、小豆をぱりぱりの最中にはさんで。

600抹茶白玉もなかアイス
Wafers filled 

w/ Matcha ice cream and sweet dumplings

SWEET

人形焼アラモード / Baked homemade sponge cakes

かぼちゃ豆乳プリン / Pumpkin soy milk pudding

抹茶白玉もなか /
Wafers filled
w/ Matcha ice cream and sweet dumplings

とうふドーナツサンド / Tofu donuts sand
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