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うどん・そば Udon and Soba-Japanese styled noodles

冷

冷

ざるうどん
750円(税込)

ざるうどん(大)
1,100円(税込)

Zaru Udon-Regular (cold Udon)

Zaru Udon-Large (cold Udon)

1

Cold udon is served with green onions, grated ginger and yuzu.
ざるうどんの薬味は、刻み葱、しょうが、柚子です。

All prices include tax

冷

冷

ざるそば

ざるそば(大)

Zaru Soba-Regular (cold soba)

Zaru Soba-Large (cold soba)

Cold soba is served with green onions, wasabi and yuzu.
ざる蕎麦の薬味は刻み葱、ワサビ、柚子です。

750円(税込)

1,100円(税込)

月見そば
Tsukimi Soba (warm soba)

月見うどん
Tsukimi Udon (warm udon)

文字通り「月見」とは月を観るということ。古来から日本では美しい
満月を慈しむ風習があります。温かい麺の上には海苔、わかめ、刻み
葱、柚子、生卵がのせてあり、生卵は月を表しています。

750円(税込)

750円(税込)

温

温

Tsukimi literally means, to watch the moon.  Topped with a whole egg,
symbolizing full moon. The name “Tsukimi” , comes from Japanese 
tradition to enjoy the night of beautiful full moon. Topped with seaweeds,
green onions, wakame and yuzu. The egg is very close to raw egg.

昆布そば
Konbu Soba (warm soba)

昆布うどん
Konbu Udon (warm udon)

温かい麺の上にとろろ昆布、刻み葱、わかめ、柚子がのせてあります。
昆布は様々な日本食の風味を増してくれる食材です。

750円(税込)

750円(税込)

温

温

Topped with shredded kombu(an edible sea weed, often used to 
enhance the flavor of many Japanese cuisine ), green onions, and 
wakame.

750円(税込)

750円(税込)

One of Aizuya`s signature menu.  Warm soba, topped with a fish 
cake, green onions, seaweeds, and a miniature omelette.

街道そば Kaido Soba (warm soba)

街道うどん Kaido Udon (warm udon)

会津屋の看板メニューの一つ。温かい麺の上にかまぼこ、
だし巻き卵、刻み葱、わかめ、柚子がのせてあります。

2温

温

Topped with a sour plum pickle, green onions, and wakame.

梅そば Ume Soba (warm soba)

梅うどん Ume Udon (warm udon)

温かい麺の上に梅、わかめ、刻み葱、柚子がのせてあります。

3温

温
730円(税込)

730円(税込)



ドリンク・甘味 Beverages・Desserts

All prices include tax

温 冷 コーヒー
Coffee-Hot or Iced 450円(税込)

温 冷 カプチーノ
Cappuccino-Hot or Iced 500円(税込)

温 冷 紅　茶
English Tea-Hot or Iced 450円(税込)

冷 ウーロン茶
Oolong Tea-ice 350円(税込)

冷 430円(税込)

冷 オレンジジュース
Orange Juice-ice

レモンスカッシュ
Lemonade-ice

380円(税込)

冷 クリームソーダ
Melon Flavored Soda Float-ice 480円(税込)

4

5

冷 抹茶カフェ
Maccha au Lait-Japanese green tea, served in the style of Café au Lait.

4 500円(税込)

冷温 キャラメルカプチーノ
Caramel Cappuccino-Hot or Iced

520円(税込)

冷

Traditional Japanese dessert. An assortment of fruits in season and gellatine, 
served with cold sweet bean paste, topped with syrup and vanilla ice cream.
Traditional Japanese dessert. An assortment of fruits in season and gellatine, 
served with cold sweet bean paste, topped with syrup and vanilla ice cream.

日本の伝統的な甘味。季節のフルーツと寒天と小倉餡にシロップがかけ
られ、ヴァニラアイスクリームが乗せられています。

700円(税込)クリームあんみつ6
Cream Anmitsu

温

Savory baked Japanese rice cakes, served hot on sweet bean 
sauce.
Savory baked Japanese rice cakes, served hot on sweet bean 
sauce.

温かい餡の入ったお椀の中に、香ばしいお餅が入っています。自家製
昆布の佃煮、沢庵漬け付

700円(税込)焼き餅ぜんざい
Yakimochi Zenzai

温

Rice flour dumplings, served on hot sweet bean sauce.Rice flour dumplings, served on hot sweet bean sauce.

温かい餡のお椀の中に白玉が入っています。自家製昆布の佃煮、沢庵
漬け付

700円(税込)白玉ぜんざい
Shiratama Zenzai

冷

Rice flour dumplings, served with cold sweet bean paste, diced gelatins 
and an assortment of fruits in season.
Rice flour dumplings, served with cold sweet bean paste, diced gelatins 
and an assortment of fruits in season.

季節のフルーツに寒天、白玉、餡が添えられています。

700円(税込)白玉あんみつ
Shiratama Anmitsu

冷

Rice flour dumplings, served in cold sweet bean paste sauce, topped with
vanilla ice cream.
Rice flour dumplings, served in cold sweet bean paste sauce, topped with
vanilla ice cream.

甘い餡の入ったお椀の中に白玉とヴァニラアイスクリーム。自家製昆布
の佃煮、沢庵漬け付

700円(税込)白玉クリームぜんざい7
Shiratama Cream Zenzai

Please ask the server for today`s selection.

アイスクリームの種類は、スタッフにお尋ねください。

550円(税込)アイスの盛り合わせ
Assorted ice creams.

7

6

With an additional fee of ¥220, all beverages, including alcohol beverages, can be 
ordered as a “Swiss Roll Combo”.Please inquire the server for today`s Swiss Roll flavor.

すべてのお飲み物は＋220 円(税込)で、ロールケーキとセットにできます。もちろん
お酒と一緒もＯＫです！本日のロールケーキの種類はスタッフまでお尋ねください。

＋220円(税込)ドリンク代ロールケーキセット
Swiss Roll Set

5



饮 料・ 甜 食

※包括税款在内的价格

乌 龙 面・ 荞 麦 面

750 日元 (含税 )

1,100 日元 (含税 )

750 日元 (含税 )

1,100 日元 (含税 )

750 日元 (含税 )

750 日元 (含税 )

 730 日元 (含税 )

730 日元 (含税 )

750 日元 (含税 )

750 日元 (含税 )

750 日元 (含税 )

750 日元 (含税 )

乌龙面（盛在笸箩里）（冷食）
乌龙面・大（盛在笸箩里）（冷食）
荞麦面（盛在笸箩里）（冷食）
荞麦面・大（盛在笸箩里）（冷食）
街道荞麦面（热食）
街道乌龙面（热食）
梅子荞麦面（热食）
梅子乌龙面（热食）
赏月荞麦面（加生鸡蛋）（热食）
赏月乌龙面（加生鸡蛋）（热食）
海带荞麦面（热食） 
海带乌龙面（热食）
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2

3

街道そば（温）

街道うどん（温）

ざるそば ( 冷 )

ざるそば ( 冷 )( 大 )

ざるうどん ( 冷 )( 大 )

梅そば（温）

梅うどん（温）

昆布そば（温）

昆布うどん（温）

月見そば（温）

月見うどん（温）

ざるうどん ( 冷 )

4 500 日元 (含税 )

520 日元 (含税 )

450 日元 (含税 )

500 日元 (含税 )

450 日元 (含税 )

350 日元 (含税 )

 430 日元 (含税 )

380 日元 (含税 )

480 日元 (含税 )

抹茶拿铁 (冰 )
焦糖卡布奇诺  ( 热·冰 ) 
咖啡 ( 热·冰 ) 
卡布奇诺 ( 热·冰 ) 
红茶 ( 热·冰 ) 
乌龙茶 (冰 ) 
柠檬汽水 (冰 ) 
橘汁 (冰 ) 
雪糕苏打水 (冰 ) 

紅茶 (温・冷)

ウーロン茶 (冷)

レモンスカッシュ (冷)

オレンジジュース (冷)

クリームソーダ (冷)

コーヒー (温・冷)

カプチーノ (温・冷)

キャラメルカプチーノ (温・冷)

抹茶カフェ (冷)

5

6

7

+220 日元 (含税 )

550 日元 (含税 )

700 日元 (含税 )

700 日元 (含税 )

700 日元 (含税 )

700 日元 (含税 )

 700 日元 (含税 )

卷蛋糕套餐
冰激凌拼盘
雪糕蜜豆沙水果凉粉 (冰 )
汤圆雪糕红豆汤 (冰 )
年糕红豆汤 ( 热 )
汤圆红豆汤 ( 热 )  
汤圆蜜豆沙水果凉粉 (冰 )

焼き餅ぜんざい (温 )

白玉ぜんざい (温 )

白玉あんみつ (冷)

クリームあんみつ (冷)

白玉クリームぜんざい (冷)

アイスの盛り合わせ

ロールケーキセット 饮料费
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