


小江戸醤油屋の名物メニュー

蔵出し醤油の食べ比べうどん
～食べる醤油麹付き～

「金笛のおばんざいセット」
¥1,280(税込) 

おばんざいは日替わりです。
スタッフまでお尋ねください。

       醤油酒粕の煮卵
       南瓜と薩摩芋のポテサラいぶりがっこ入り
       出汁醤油の鯛の昆布締め
       大根肉味噌

温 冷

金笛濃口醤油
金笛減塩醤油
金笛唐辛子醤油
金笛再仕込生醤油 

海老と薩摩芋のかき揚げ  ￥350（税込）

やわらか角煮１切           ￥300（税込） 大盛り
うどんご注文の
方のみお得な
追加メニュー

うどんメニュー全品大盛り可能

＋¥100（税込）

「単品」
¥680(税込) 

例



２種のおつゆ

   胡麻味噌すったて汁
生の鯖を丁寧に炙り、
麦味噌と白ごま、落花生と
一緒に手間暇かけてすり潰した、
当店オリジナルのすったて汁です。　

   葱ぶた汁
埼玉の葱の甘さを引き出し、
金笛醤油と相性の良い
豚バラを煮落として、つゆを作りました。

温 冷

醤油屋の木桶うどん
２種のおつゆ
～胡麻味噌すったて汁 と葱ぶた汁～

「金笛のおばんざいセット」
¥1,480(税込) 

おばんざいは日替わりです。
スタッフまでお尋ねください。

       醤油酒粕の煮卵
       南瓜と薩摩芋のポテサラいぶりがっこ入り
       出汁醤油の鯛の昆布締め
       大根肉味噌

小江戸醤油屋の名物メニュー

海老と薩摩芋のかき揚げ  ￥350（税込）

やわらか角煮１切           ￥300（税込） 大盛り
うどんご注文の
方のみお得な
追加メニュー

うどんメニュー全品大盛り可能

＋¥100（税込）

「単品」
¥880(税込) 

例



うどん

川島町の養鶏場
こだわりの生卵黄と
半熟卵のダブル釜玉うどん
¥980 (税込) 

釜玉ファン必見です。
金笛醤油をたっぷりかけて
お召し上がりください。

温

すだちうどん
～とろろ昆布添え～
¥980 (税込) 

すだちの爽やかな香りと
酸味が感じられるおうどんです。

温

海老と薩摩芋のかき揚げ  ￥350（税込）

やわらか角煮１切           ￥300（税込） 大盛り
うどんご注文の
方のみお得な
追加メニュー

うどんメニュー全品大盛り可能

＋¥100（税込）



土鍋 角煮カレーうどん
¥1,380 (税込) 

たっぷりの香味野菜と７種のスパイス、
春夏秋冬のだしの素で煮込んだ
まろやかな黒カレー。
そこへ自慢の角煮を合わせました。

土鍋  呉汁めん
¥1,280 (税込) 

呉（大豆）を丁寧にすり鉢で潰し、
旨味の強い味噌と豆乳を合わせました。
野菜もたっぷり摂れます。 

呉汁も好き、辛い呉汁は
もっと好きな方にオススメです。
自家製の辛味噌玉を乗せました。
溶いてお召し上がりください。

トッピング・辛味噌玉

+¥100 (税込) 

1日
１０食
限定

温

温

海老と薩摩芋のかき揚げ  ￥350（税込）

やわらか角煮１切           ￥300（税込） 大盛り
うどんご注文の
方のみお得な
追加メニュー

うどんメニュー全品大盛り可能

＋¥100（税込）



鶏肉あなご天うどん
¥1,280 (税込) 

贅沢なおうどん。
塩麹で柔らかくしたシュージーな
鶏もも肉とふわふわアナゴの天ぷらを乗せました。

角煮めん
¥1,180 (税込) 

川越店不動の人気メニュー
金笛醤油でじっくり煮込んだ
やわらか角煮です。

かき揚げめん
¥1,080 (税込) 

20 年変わらない味
ホタテ、海老、薩摩芋、人参、三つ葉の
かき揚げです

温 冷

温 冷

温 冷

海老と薩摩芋のかき揚げ  ￥350（税込）

やわらか角煮１切           ￥300（税込） 大盛り
うどんご注文の
方のみお得な
追加メニュー

うどんメニュー全品大盛り可能

＋¥100（税込）



小江戸どんセット
～かき揚げ丼、ミニうどん、サラダ、お漬物～

¥1,380 (税込) 
人気のかき揚げを丼にして、特性タレをかけました。

お子様うどんセット
～小学生以下のみご注文～

¥580 (税込) 
ミニうどん、ミニ天ぷら、おにぎり、デザート、金笛醤油の塗り絵

うどんセット

海老と薩摩芋のかき揚げ  ￥350（税込）              やわらか角煮１切  ￥300（税込）うどんご注文の方のみ
お得な追加メニュー



絶品　卵かけごはん
～おばんざいセット、薬味添え～
¥550 (税込) 

川島町の安心安全な鶏卵を

使用しております

ごはん

金笛焼きおにぎり
２個（おかか、肉味噌）
¥550 (税込) 

醤油味のおかかと春夏秋冬のだしの素で作りました肉味噌

もち麦入り雑穀米ごはん
¥250 (税込) 

川島町のお米を使用しております

サイドメニュー

つけもの たまり漬け
レギュラーサイズ　 ハーフサイズ
¥580 (税込) 　   ¥380 (税込) 

付け合せにどうぞ

豆腐とアボカドの酒粕醤油味噌漬け
¥450 (税込) 

低温熟成した味噌漬けです。

自家製胡麻豆腐
¥350 (税込) 

丁寧に炊き上げました胡麻の風味豊かです

先付・突き出し



やわらか角煮
２個
¥650 (税込) 

川越店不動の
人気メニュー
金笛醤油で
じっくり煮込んだ
やわらか角煮です

野菜天ぷら盛り
¥650 (税込) 

季節野菜を使用しております

海老アナゴ野菜天ぷら盛り
¥1,150 (税込) 

海老とアナゴの天ぷら黄金コンビ

揚げ物

サラダ

肉

絶品 金笛醤油麹の鶏肉の天ぷら
¥780 (税込) 

塩麹と金笛醤油で肉質を柔らかくした鶏モモ肉
更に旨味が凝縮しております

炙りベーコンと自家製揚げ豆腐の
グリーンサラダ
～人参生姜酵素ドレッシング～
¥880 (税込) 

自家製揚げ豆腐と炙りベーコンが
美味しいです

海老とアボカドの
和風シーザーサラダ
～豆乳アンチョビシーザードレッシング～
¥980 (税込) 

大豆を使用した
和風シーザードレッシング

さつま芋とかぼちゃのサラダ
～酒粕半熟卵のせ～

¥550 (税込) 

燻した沢庵で香りを、
春夏秋冬のだしの素で旨味をつけました。
リピート必須の一品です。

皮付きフライドポテト
～パウダー醤油～
食べる醤油麹＆ケチャップ

レギュラー盛　　　 ハーフ盛
 ¥650 (税込) 　  ¥450 (税込) 

金笛自慢のパウダー醤油を
シーズニングに使用しました



牡丹団子
みたらし / 胡麻だれ

1本¥200(税込) 

クラシックチョコレートケーキ
～スイーツ醤油をかけて～

¥700 (税込) 

豆乳ぷりん
¥400 (税込) 

ダブルチーズケーキ
～スイーツ醤油をかけて～

¥750 (税込) 

川島町卵と
豆乳を使用した
なめらかぷりん

ベルギー産
クーベルチュール
チョコレートを使用

レアチーズと
ベイクドチーズの
ダブルチーズケーキ

スイートポテトの醤油ソフトクリーム
～スイーツ醤油をかけて～

¥550 (税込) 

温かいスイートポテトに
冷たいソフトまさに、
至福の時。

甘味

テイク
アウト
OK

金笛ソフトクリーム
醤油ソフト ・豆乳ソフト・醤油豆乳ミックスソフト
¥380(税込) 

テイク
アウト
OK



珈琲 ( ホット / アイス )　  ¥400 (税込) 
紅茶　ミルク( ホット / アイス ) ¥400 (税込) 
紅茶　レモン( ホット / アイス ) ¥400 (税込) 
烏龍茶    ¥350 (税込) 
オレンジジュース   ¥350 (税込) 
リンゴジュース   ¥350 (税込) 

珈琲 ( ホット / アイス )　  ¥400 (税込) 
紅茶　ミルク( ホット / アイス ) ¥400 (税込) 
紅茶　レモン( ホット / アイス ) ¥400 (税込) 
烏龍茶    ¥350 (税込) 
オレンジジュース   ¥350 (税込) 
リンゴジュース   ¥350 (税込) 

リンゴ酢とストロベリーの
ジンジャーサワー
¥550 (税込) 

甘酒スムージー
(小松菜 /プレーン/ベリーベリー) 
¥650 (税込) 

金笛の日本酒サングリア
¥750 (税込) 

ドリンク

お酒

ジンジャーエール（甘口） ¥400 (税込) 
コーラ   ¥400 (税込) 
ノンアルコールビール ¥450 (税込) 
エビスビール（瓶）  ¥650 (税込) 
COEDO ビール（瓶） ¥650 (税込) 
金笛の日本酒サングリア ¥750 (税込) 

ノンアルコール

ノンアルコール
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予
約
制
御
膳
料
理

金笛御膳
福寿
¥3,500 (税込) 

●木桶うどん

●２種のおつゆ

●４種金笛おばんざい

●角煮 1個

●海老野菜天ぷら盛り

●甘味

●ドリンク付き

金笛御膳
竹取
¥2,500 (税込) 

●木桶うどん

●２種のおつゆ 

●角煮 1個

●海老野菜天ぷら盛り

●ドリンク付き

金笛御膳
羽衣
¥1,500 (税込) 

●木桶うどん

●２種のおつゆ 

●野菜天ぷら盛り

●ドリンク付き


