特選ご膳

そば松花堂
1,580 円（税込1,738 円）
三色丼・前菜・刺身・サラダ
天 ぷらとバラエティーあふれる
料 理をお楽しみいただける、
店 主 おすすめの贅沢 な
ご膳です。

そば・うどん 温 冷 をお選びいただけます

三枚橋
1,280 円（税込1,408 円）
前菜３点・３種のそばに
天ぷらを添えました。
色々なおそばを
賑やかなご膳です。

※こちらの商品は

そば・うどん をお選びいただけます

冷 のみとなります。

天 ぷら
とろろ セット
1,180 円（税込1,298 円）
おそばにとろろと天ぷらが ついた
の人気商品です。

そば・うどん 温 冷 をお選びいただけます

季 節 により内 容 が 変 わ ることが ございます。

調 理 長 の お す す め で す︒

お楽しみいただける

冷 たい そば・うどん
せいろ
ざる

…………………

580 円（税込638 円）

……………………

650 円（税込715 円）

………

750 円（税込825 円）

…………………

840 円（税込924 円）

………

900 円（税込990 円）

冷やしたぬき
とろろ

カレーせいろ

冷やし揚げもち

……

950 円（税込1,045 円）

野菜天せいろ………… 1,050 円（税込1,155 円）
海老天せいろ
鴨せいろ

鴨せいろ

海老天せいろ

……… 1,100 円（税込1,210 円）

……………… 1,100 円（税込1,210 円）

冷やし海老おろし

… 1,150 円（税込1,265 円）

温 かい

冷やし海老おろし

そば・うどん
かけ

野菜天

………………

580 円（税込638 円）

たぬき …………… 750 円（税込825 円）
鶏南蛮 …………… 810 円（税込891 円）
親子

………………

840 円（税込924 円）

山かけ …………… 840 円（税込924 円）
カレー 南蛮

……

900 円（税込990 円）

にぎわい………… 920 円（税込1,012 円）
にぎわい

野菜天 …………… 1,050 円（税込1,155 円）
海老天 …………… 1,100 円（税込1,210 円）
鴨南蛮 …………… 1,100 円（税込1,210 円）

親子

お子様 セット
ジュース・おもちゃ付

480 円（税込528 円）

海老おろし

……

1,150 円（税込1,265 円）

そば・うどん大盛り
プラス

190 円（税込209 円）

冷奴

……………………………

290 円（税込319 円）

…………………………

360 円（税込396 円）

…………

380 円（税込418 円）

……………………

460 円（税込506 円）

……

430 円（税込473 円）

板わさ

胡瓜の一本漬け
鮪山かけ

鮪のわさび昆布和え

板わさ

鮪のわさび昆布和え

天ぷら盛り合わせ

野菜の天ぷら盛り合わせ …… 550 円（税込605 円）
天ぷら盛り合わせ ……………… 840 円（税込924 円）
季節の天ぷら盛り合わせ …… 620 円（税込682 円）

※ 内容は季節によって 変更になる場合がございます。

大根のさっぱりサラダ

…………

480 円（税込528 円）

揚げそばのシーザーサラダ …… 580 円（税込638 円）
揚げそばのシーザーサラダ

………

480 円（税込528 円）

…………

480 円（税込528 円）

……………

480 円（税込528 円）

川海老の唐揚げ
タコの唐揚げ
さつま揚げ

川海老の唐揚げ

蓮根のはさみ揚げ …… 480 円（税込528 円）
あじフライ（１枚）…… 230 円（税込253 円）
チーズフライ（３ケ）… 270 円（税込297 円）
蓮根のはさみ揚げ

鴨 焼き

鴨焼き

…………………………

670 円（税込737 円）

かつ煮

…………………………

580 円（税込638 円）

ソーセージの盛り合わせ … 530 円（税込583 円）
じゃこ豆腐

……………………

340 円（税込374 円）

じゃこ豆腐

あがりそば 温 冷 380 円（税込418 円）

生ビール（小）…… 380 円（税込418 円）
生ビール（中）…… 600 円（税込660 円）

（お燗酒 ）

瓶ビール（中）…… 630 円（税込693 円）

菊正宗〈特別本醸造〉480 円（税込528 円）

アサヒ ドライゼロ（小瓶） 480 円（税込528 円）

天青〈特別本醸造〉 ……… 550 円（税込605 円）
八海山〈特別本醸造〉…… 680 円（税込748 円）
久保田 千寿〈吟醸〉…… 680 円（税込748 円）

丹沢山 秀峰

………

700 円（税込770 円）

丹沢山 麗峰

………

800 円（税込880 円）

（ 水割り・お湯割り・ロック・そば湯割り）

雲海（そば） ………

380 円（税込418 円）
デカンタ 1,530 円（税込1,683 円）
430 円（税込473 円）
デカンタ 1,700 円（税込1,870 円）

天の刻印（麦）……

グラス

富乃宝山（芋）……

グラス

〆張鶴〈特別本醸造〉…… 680 円（税込748 円）
出羽桜〈純米〉…………… 700 円（税込770 円）
浦霞〈純米〉 ……………… 720 円（税込792 円）
黒龍〈純米吟醸〉 ………… 750 円（税込825 円）

緑茶割り

…………………

黒ウーロン茶割り
ハイボール

…… 460 円（税込506 円）

…………… 480 円（税込528 円）

生搾りレモンサワー
やまた

430 円（税込473 円）

… 480 円（税込528 円）

山岐の梅酒

…………… 480 円（税込528 円）

鶴梅ゆず酒

…………… 500 円（税込550 円）

グラス

480 円（税込528 円）
デカンタ 2,300 円（税込2,530 円）

佐藤 黒（芋）

…… グラス

580 円（税込638 円）
デカンタ 2,700 円（税込2,970 円）

アイスコーヒー

……

360 円（税込396 円）

オレンジジュース … 360 円（税込396 円）
………

360 円（税込396 円）

……

460 円（税込506 円）

………………

430 円（税込473 円）

メロンソーダ

クリームソーダ
黒烏龍茶

