
Meal menu

※ラーメン以外のメニューはテイクアウトできます。
※表示価格はすべて「税込」

新倉しょうゆラーメン

Light Meals

新倉しょうゆラーメン ¥750

おにぎりセット（豚汁、ゆで卵付） ¥600

焼き鶏丼セット（豚汁付） ￥900

カレーライス（サラダ付） ¥600

カツカレーライス（サラダ付） ￥1100

焼き鳥丼セット
鶏肉2本＋つくね団子 の3本セット

おにぎりセット

おにぎり2種
（肉しぐれ煮＋鮭）

カレーライス

カツカレーライス



Snack menu

※ラーメン以外のメニューはテイクアウトできます。
※表示価格はすべて「税込」

ウィンナーデニッシュパイ

プレミアムバニラ ¥350 

チョコレート ¥350

宇治抹茶 ¥350

季節のソフト ¥350

Soft Ice Creams

Snacks

ポップコーン ¥200
(塩味とキャラメル味のミックス）

ミニスナックパン ¥200
(ロールパン、デニッシュパンの2個）

ウィンナーデニッシュパイ ¥350
（ボリュームの20cmビッグサイズ）

焼き鳥 3本セット ¥500
(鶏肉2本、つくね1本のセット）

おにぎり ¥150
(鮭又は肉のしぐれ煮）

バニラ チョコレート 抹茶 季節限定

焼き鳥3本セット

おにぎり



Drink menu
※お飲み物はすべてミニスナック付き

※すべてのメニューはテイクアウト
できます。

※表示価格はすべて「税込」

アイスコーヒー ¥250 

アイスレモネード ¥250

コカ・コーラ（瓶） ¥250

グレープジュース ¥250

パインジュース ¥250

エビスビール ¥400

日本酒（地元のお酒） ¥500

Cold Drinks

日本酒

一緒にスナックパンセットは
いかがでしょうか（＋200円）

エビスビール

Hot Drinks

新倉コーヒー ¥250 

緑茶（ポットで提供します） ¥250

ホットレモネード ¥250

ホットミルク ¥250

ホットチョコレート ¥300

コーンスープ ¥300

日本酒（地元のお酒） ¥500

緑茶

コカ・コーラ（瓶）



Meal menu

Arakura Ramen

Light Meals

Arakura Ramen ¥750 
(Soy sauce soup

Topping:pork, bean sprout,green onion)

Onigiri Set ¥600
(Tow Riceballs:Salmon＆Pork 

+Boild Egg+Miso Soup)

Yakitori rice bowl Set ¥900
(Yakitori are on top of the rice+Miso Soup)

Curry and Rice ¥600
(Pork curry and rice+Salad)

※You can select chicken curry

Curry and Tonkatu Set￥1100

(Pork curry and rice with Fried Pork+Salad)

※You can select chicken curry Yakitori rice bowl Set

Yakitori:Chikin×2,Meat Ball

Onigiri Set

Curry and Rice

Curry and Tonkatu Set

※You can respond to vegetarians and Muslim food.
Please consult.

※ All menu items expect Ramen are available take out.

※The tax is included in the price.



Snack menu

Wiener Danish Pie

Soft Ice Creams

Snacks

Premium Vanilla   ¥350 

Chocolate ¥350

Maccya ¥350

Seasonal Flavor ¥350

Popcorn ¥200
（Solt＋Caramel Flavor)

Mini Snack Bread ¥200
（2 pieces)

Wiener Danish Pie ¥350
（Big Size=20cm）

Yakitori Set ¥500
（Chicken×2,Meat ball）

Rice Ball ¥150
（salmon or pork）

Yakitori Set

Rice Ball



Hot Drinks
Arakura Coffee       ¥250 

Hot Green Tea ¥250
（provided in a pot）

Hot Chocolate ¥300

Hot Lemonade ¥250

Hot Milk ¥250

Corn Soup          ¥300

Japanese Sake    ¥500

Drink menu
※All drinks are offering with mini snack

※All menu items are available take out.

※The tax is included in the price.

Iced Coffee    ¥250 

Iced Lemonade ¥250

CocaCola (GlassBottle) ¥250

Grape Juice   ¥250

Pineapple Juice ¥250

Yebisu Beer ¥400

Japanese Sake    ¥500

Cold Drinks

Hot Green Tea

※Drink & Mini Snack Bread Set

Drink price + ¥200

Yebisu Beer

CocaCola

(GlassBottle)

Sake (Okanzake)


