
【アレルギー特定原材料７品目】
卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに　について
下記アイコンで表示しています

卵 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

【アレルギー特定原材料に準ずる 21品目】
該当する食品について下記のアイコンで表示しています。

さば 豚肉 鶏肉 大豆 ごま アーモンド牛肉



小江戸醤油屋の二大名物メニュー

蔵出し醤油の
食べ比べうどん

  とんすいにうどんを少量とり、まずは薬味なしで
  お醤油をよくからめて味わう
・薬味を足して味わう

　※醤油の種類は季節によって変わります。
 　　右から順におかけください。

　

単品

やわらか角煮付（1枚）

かき揚げ付

￥980（税込）

￥1,380（税込）

￥1,480（税込）
お得な
セット

うどんメニュー全品大盛り可 ＋￥220（税込）大盛り

かき揚げは卓上の 4種類のお醤油と
パウダーしょうゆでお楽しみください！

金笛の醤油をつるつるの
おうどんにかけて
味比べが楽しめます

小麦 さば 大豆



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肉汁～

単品

やわらか角煮付（1枚）

かき揚げ付

￥1,080（税込）

￥1,480（税込）

￥1,580（税込）

胡麻味噌すったて汁

葱ぶた肉汁

生の鯖を丁寧に炙り、味噌と白ごま、
落花生と一緒に手間暇かけてすりつぶした
当店オリジナルのすったて汁です

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

お得な
セット

うどんメニュー
全品大盛り可 ＋￥220（税込）大盛り

小江戸醤油屋の二大名物メニュー

2種のおつゆ

かき揚げは卓上の 4種類のお醤油と
パウダーしょうゆでお楽しみください！

追加つゆ　１つ￥220 で承ります

追加つゆ ＋￥220（税込）
つゆ１つ

小麦 さば 大豆ごま豚肉落花生



うどんメニュー

うどんご注文の

方 の み お 得 な

追 加 メ ニ ュ ー

かき揚げ　　　　　￥500（税込）

やわらか角煮１切　￥400（税込）

うどんメニュー全品大盛り可

＋￥220（税込）大盛り

鶏肉あなご天うどん
￥1,330（税込）
塩麹で柔らかくしたジューシーな鶏もも肉と
ふわふわアナゴの天ぷらを乗せた
贅沢なおうどん。

かき揚げめん
￥1,280（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。お好みのお醤油で！

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。

角煮めん
￥1,280（税込）

卵 小麦

さば 鶏肉 大豆

卵 小麦 えび

大豆

小麦 大豆 豚肉



うどんセット

角煮どんセット
～角煮丼、ミニうどん、

　サラダ、お漬物～

￥1,530（税込）

金笛醤油でじっくり煮込んだ
やわらか角煮のどんぶりと
ミニうどんのセットです。

小江戸どんセット
～かき揚げ丼、ミニうどん、

　サラダ、お漬物～

￥1,530（税込）

人気のかき揚げに特製タレを
かけたどんぶりと
ミニうどんのセットです。

お子様うどん（温 / 冷 選べます）

￥650（税込）

＊小学生以下のみ対象のメニューです
＊お得な追加メニューはつけられません

かき揚げ　　　　　￥500（税込） やわらか角煮１切　￥400（税込）

シンプルなかけうどんに
ミニ鶏＆薩摩芋天丼、ミニバウムの
セットです。（バウムクーヘンのお味は
おまかせとなります）

卵 小麦 えび

小麦 大豆 豚肉

小麦 大豆 鶏肉卵 乳 アーモンド

大豆 ごま



サイドメニュー

￥550 （税込）

焼きおにぎり

醤油味のおかかと春夏秋冬のだしの素で
作った肉味噌をのせた焼きおにぎり。
醤油の香りが食欲をそそります。

絶品　卵かけごはん
～薬味添え～

川島町の安心安全な鶏卵を使用しています。
おうどんに何かもう少し・・・
という方にもオススメです。
＊大盛りは承れません。ご了承くださいませ。

ごはん つけもの盛り合わせ
￥250（税込） ￥580（税込）

川島町のお米をふっくらおいしく
炊き上げました。

醤油屋がこだわったたまり漬。付け合わせにどうぞ。

￥550 （税込）

小麦 大豆卵

小麦 大豆卵 豚肉

小麦 大豆

ごま牛肉 さば



サイドメニュー

￥750 （税込）

かき揚げ ￥550 （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。
お好みのお醤油でお楽しみください！

やわらか角煮 2切

金笛醤油麹の鶏肉の天ぷら

￥780 （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
やわらかい角煮です。

塩麹と金笛醤油で柔らかく、
旨味が凝縮した鶏モモ肉の天ぷらです。

天ぷら盛り合わせ ￥750（税込）

  海老や薩摩芋、かぼちゃに三つ葉など
季節の野菜の天ぷら盛り合わせ。
4種類のお醤油や醤油パウダーで
お召し上がりください。 

小麦 大豆 豚肉

小麦 大豆卵 さば 鶏肉

小麦卵 えび 小麦卵 えび



甘味

バウムデセール

単品　　￥650（税込）

  金笛木桶バウム工房で丁寧に焼き上げた
バウムクーヘンが楽しめる贅沢なプレート。
ミニミックスソフトもついています。
※バウムの種類はおまかせになります。

醤油ロールケーキ

 ほんのりとお醤油が香る、
ふんわり優しいロールケーキです。

￥900（税込）
甘味ドリンク
セット

￥440（税込）

￥690（税込）
甘味ドリンク
セット

単品

小麦 大豆卵 乳 アーモンド

小麦 大豆卵 乳

しょうゆバウムサンデー

  しょうゆバウムにしょうゆソフトの
しょうゆ尽くしのサンデー。
バウムラスクもトッピング。

￥540（税込）

甘味ドリンク
セット

単品

小麦 大豆卵 乳 アーモンド

￥790（税込）



金笛ソフトクリーム

牡丹団子

ミルク／醤油／MIX

みたらし

甘味

お得な
甘味ドリンクSET

甘味ご注文の方はソフトドリンク（￥400の品）全品￥150 引き！
￥250 でご注文いただけます

和ばうむそふと

  濃厚抹茶クリームがプレーンバウムにギュッと。
しょうゆソフトと自家製あんことの
贅沢マリアージュ。
スイーツしょうゆをかけても◎

￥650（税込）

￥900（税込）
甘味ドリンク
セット

単品

　￥420（税込）

￥670（税込）
甘味ドリンク
セット

単品　各

　　￥260（税込）

￥510（税込）
甘味ドリンク
セット

団子単品 各

揚げしょうゆ団子
 揚げた甘いお餅にお醤油は相性抜群

※カップもお選びいただけます

テイク
アウト
OK

テイク
アウト
OK

小麦 大豆

小麦 大豆乳

小麦 大豆卵 乳 アーモンド

テイク
アウト
OK

中にあんこが入った大きなみたらし団子



珈琲（ホット／アイス）

紅茶　ミルク（ホット）

オレンジジュース

ぶどうジュース

コーラ

ジンジャーエール

￥400

￥400

￥400

￥400

￥400

￥400

ドリンク

（価格は全て税込です）

甘 味 ご 注 文 の

方 の み お 得 な

セ ッ ト メ ニ ュ ー

甘味ご注文の方はソフトドリンク（￥400 の品）全品￥150 引き！
￥250 でご注文いただけます。

ソフトドリンク

アルコール類

エビスビール

ノンアルコールビール

￥650

￥450


