
２０１９年１０月現在 

本むら庵 荻窪本店 お し な が き 

（１０％消費税込価格） 

■ 冷しもの ■ 

せいろそば･うどん     ８４０円 

ざるそば･うどん     ９００円 

おろしそば･うどん  １,０１０円 

なめこおろしそば･うどん  １,０６０円 

納豆そば･うどん   １,０６０円 

生湯葉おろしそば･うどん  １,４８０円 

桜えび天おろしそば  (晩春)   時 価 

アカモクそば（夏）    時 価 

雲丹(ｳﾆ)そば･うどん (夏)   時 価 

とろろそば･うどん  １,０１０円 

ごまだれせいろそば･うどん １,３９０円 

とじせいろそば･うどん  １,２８０円 

鴨せいろそば･うどん  １,５６０円 

天せいろそば･うどん  ２,１１０円 

天ざるそば･うどん  ２,２２０円 

田舎そば     [挽きぐるみ]   ９５０円 

蓬(ﾖﾓｷﾞ)そば    (早春)  １,５００円 

桜切りそば   (陽春)  １,５００円 

黒胡麻切りそば  (晩春)  １,５００円 

茶そば    （初夏）  １,５００円 

しそ切りそば    (夏)  １,５００円 

ゆず切りそば    (秋～冬) １,５００円 

 

■ 汁もの ■ 

かけそば･うどん     ８４０円 

玉子とじそば･うどん   １,０６０円 

なめこそば・うどん    １,０６０円 

山かけそば･うどん  １,０６０円 

山菜そば･うどん   １,１７０円 

おかめそば･うどん  １,２３０円 

生湯葉そば・うどん  １,４８０円 

鴨南ばんそば･うどん  １,５４０円 

天ぷらそば･うどん  ２,４９０円 

あられそば･うどん[青柳小柱] (入荷次第) 時 価 

蛤(ﾊﾏｸﾞﾘ)そば・うどん （春）   時 価 

松茸そば･うどん    (初秋)   時 価 

牡蠣(ｶｷ)そば･うどん  (秋～冬)   時 価 

釜揚げうどん   １,０６０円 

釜揚げ鴨汁うどん  １,７８０円 

鍋焼きうどん   ２,１６０円 

 

■ 御飯もの ■ 

天重       ２,４７０円 

海老野菜天ぷら御飯   ２,４２０円 

天ぷら御飯     ２,６６０円 

 

■ 甘味 ■ 

そば志るこ     ６９０円 

自家製 シャーベット（２種盛合せ）   ４２０円 

季節のアイスクリーム      ７１０円 

     他 

 

 

 

■ 一品料理 ■ 

蕎麦寿司    １巻(１２切) ２,７６０円 

（ご予約を承ります） 

つぶ貝しぐれ煮     ７４０円 

板わさ       ７７０円 

玉子厚焼      ７７０円 

生湯葉刺身     ７７０円 

そば豆腐      ７７０円 

きんぴら      ７７０円 

上新香       ７７０円 

山菜煮         ８４０円 

磯揚       ９３０円 

鳥だんご      ９３０円 

揚げ出し豆腐      ９００円 

鴨ロース    １,０２０円 

車海老野菜天ぷら   ２,０９０円 

大車海老天ぷら    ２,２９０円 

蕎麦がき    １,１７０円 

＊ 他、常時季節の品を用意しております。 

 

■ 蕎麦特別献立（お二人様より要予約） ■ 

[献立例] 三点突出し・生湯葉刺身・ 

  蕎麦だんごの揚出し・蕎麦寿司・茶碗蒸し・ 

  大車海老天ぷら・せいろそば・デザート(全８品) 

お一人様   ６,１００円 

     （刺身付）  ８,１００円 

 お子様向け(５～８歳位)  ３,０００円 

 

■ 昼献立（平日の午後３時まで）■ 

  三点・一品料理・せいろそば・シャーベット(全４品) 

    お一人様     ２，４５０円 

 

■ 季節の特別献立（平日の午後５～７時３０分まで）■ 

  季節の逸品をお一人様ずつ盛り付けてご用意いたします 

  「せいろそば」と「シャーベット」を含む全７～８品 

  ２～６名様でしたらご予約不要です 

  売切れの際はご容赦くださいませ 

お一人様     ５，１００円 

 

■ 炊きうどん（11 月～２月。お二人様より要予約）■ 

    お一人様     ４，４００円 

 

 

季節のおすすめ品、掲載の当店ホームページ最新情報・掲載

写真をご参照ください。「本むら庵」で検索可能。 

⇒ http://www.honmura-an.com 

 

ご予約も承ります 

荻窪本店 電話 ０３－３３９０－０３２５ 

 

http://www.honmura-an.co.jp/


２０１９年１０月現在 

    本むら庵 荻窪本店             

■ お飲物 ■              （１０％消費税込価格） 

   ビール サッポロ黒ラベル       （中ビン）  ７７０円 

エビスマイスター - 麦芽 100% - （小ビン）      ７１０円 

サッポロ生ビール     ７７０円 

  限定醸造･無濾過 白穂乃香 (生ビール)   ８８０円 

ノンアルコール サッポロスーパークリア    ５５０円 

    

日本酒 剣菱樽 杉樽 一合升（冷酒）    ８２０円 

  松竹梅 清酒 一合 （燗）    ７７０円 

    

焼酎 厳窟王（がんくつおう）   ・米   一合     １,３２０円 

  黒壱《赤》（くろいち あか）・紫芋  一合     １,３２０円 

  十割（とわり）      ・蕎麦  一合      １,３２０円 

  知心剣（しらしんけん）  ・麦  一合／ボトル   １,３２０円／５,２８０円 

   焼酎はお好みで、水・氷・お湯・蕎麦湯のご用意をいたします。 

        梅干（１ヶ） ２５０円 

        レモン（２切） ８０円 

 

   白ワイン  ｼﾙｳﾞｧﾗｰﾄﾞ ｼｬﾙﾄﾞﾈ（米）  750ml      ６,６００円 

      ﾍﾞﾙﾅｰﾙ･ﾄﾞｩﾌｪ ｼｬﾌﾞﾘ（仏）  750ml      ５,５００円 

  ﾗﾌﾞﾚ･ﾛﾜ      ｼｬﾌﾞﾘ（仏）  375ml       ３,６００円 

  丸藤葡萄酒 ﾙﾊﾞｲﾔｰﾄ（勝沼）  360ml      ２,３００円 

 

   赤ワイン  ﾊｰﾝ･ﾜｲﾅﾘｰ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ（米）  750ml    ５,２００円 

ﾃﾇｰﾀ･ﾃﾞ･ﾘﾘｱｰﾉ ｷｬﾝﾃｨ･ｸﾗｼｺ(伊)  750ml     ５,２００円  

  F.ｺｯﾎﾟﾗ･ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺﾚｸｼｮﾝ ﾒﾙﾛｰ（米）  375ml       ３,５００円 

  ｲﾙ･ﾗ･ﾌｫﾙｼﾞｭ ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ（仏） 375ml    ２,５００円  

 

   ソフトドリンク      ウィルキンソン炭酸水 200ml  ３８０円 

ウーロン茶           ３００円 

        オレンジジュース   ３００円 

 

■ お土産・店頭販売品 ■（８％消費税込価格） 

   手打ちそば（汁付） １,５００円（せいろ約３枚分。要冷蔵。消費期限:当日のみ。夏期販売中止 

     生そばですので、茹でてお召し上がりください。） 

   手打ちうどん（汁付）１,３００円（せいろ約 3 枚分。生干し。要冷蔵。消費期限:約１週間。） 

             （生うどんもございます。（消費期限:約２日。冷凍可。）） 

      粗挽き 純そば粉   １,２００円（約 300ｇ。要冷蔵。消費期限:約 1 週間。冷凍可。） 

      大車海老天ぷら   ２,２５０円（大車海老２本。汁付。） 

   車海老野菜天ぷら   ２,０５０円（大車海老 1 本と季節野菜 3～4 品。汁付。） 

   天重    ２,２１０円 

   玉子厚焼    １,８００円（消費期限:翌日まで。要冷蔵。） 

   ゆず七味     ９３０円 

蕎麦の実あられ     ４６０円 

   蕎麦ぼうろ    ５４０円 

   韃靼(ﾀﾞｯﾀﾝ)蕎麦茶    ７１０円 

   だし節    １,３６０円 

   もり汁    ２５０円 

 


