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項目 メニュー名 その他

Item Menu Others

とんかつ定食
Tonkatsu (Pork cutlet) meal

プレミアムとんかつ定食
Special tonkatsu (pork cutlet) meal
(Friday's special)

唐揚げ定食
Karaage (Deep-fried chicken) meal

天ぷら定食
Tempura meal
(Vegetable and chikuwa tempura)

本日のおすすめ（日替り定食）

Today's special

お魚定食
Fish meal

とんかつ
Tonkatsu:Pork cutlet

唐揚げ
Karaage:Deep-fried chicken

鶏天ぷら　1
Chicken tempura

天ぷら　1（ちくわ磯辺天ぷら）

Tempura 1
（Isobe chikuwa）

天ぷら　3（ちくわ磯辺天・野菜天2種）

Tempura　3
（Isobe chikuwa and 2 vegetables）

天ぷら　5（ちくわ磯辺天・野菜天4種）

Tempura　5
（Isobe chikuwa and 4 vegetables）

野菜かき揚げ
Mixed vegetable tempura

サラダ
Salad

バターコーン
Buttered corn

生卵
Raw egg

辛ねぎ
Spicy green onions

きのこラー油
Spicy mushroom

いなり寿司
Inari-zushi

定  食
Set meals

単  品
Side menu

Sushi wrapped with seasoned "age" , fried tofu

長ねぎを潮州辣椒油（調味ラー油）で味付しています

Green onions seasoned with chili oil

調味ラー油で味付してあるきのこです

Mushrooms seasoned with chili oil

日替りです

Changing every day

野菜天は、季節によって変更します

Contents of vegetable tempuras vary seasonally

野菜天は、季節によって変更します

Contents of vegetable tempuras vary seasonally

天ぷらの野菜は、季節によって内容を変更します

Contents of vegetable tempura change seasonally

別表をご確認下さい

Please check the attached table

別表をご確認下さい

Please check the attached table

付け合わせと味噌汁は、日替りです

Side dish and miso soup vary daily

特定原材料　7品目 特定原材料に準ずるもの　20品目 備考欄

Seven major food materials that
may cause allergy

20 food materials that may cause allergy Notes

付け合わせと味噌汁は、日替りです

Side dish and miso soup vary daily

かに

Egg Dairy Wheat Buchwheat Peanut Shrimp/Prawn Crab

金曜日限定メニューです

Served only on Friday

もも

Salmon Mackerel Soy bean Chicken Pork Matsutake mushroom Peach

いくら オレンジ キウイフルーツ 牛肉 くるみ

Abalone Squid/Cattlefish Salmon roe Orange Kiwifruit Beef Walnut

特定原材料に準ずるもの　20品目
20 food materials that may cause
allergy

特定原材料　7品目
Seven major food materials that may
cause allergy

その他
Others

ゼラチン バナナ ごま カシューナッツ
Yam Apple Gelatin Banana Sesame Kashewnut

大豆 鶏肉 豚肉 まつたけ

卵 乳・乳製品 小麦 そば 落花生 えび

アルコール その他の魚介類

Alcohol Othea seafood

やまいも りんご

さけ さば

あわび いか



項目 メニュー名 その他

Item Menu Others

特定原材料　7品目 特定原材料に準ずるもの　20品目 備考欄

Seven major food materials that
may cause allergy

20 food materials that may cause allergy Notes

ライス（ご飯）
Rice

ご飯・味噌汁セット
Set of rice and miso soup

カツ丼
Katsu-don (Pork cutlet bowl)

プレミアムカツ丼
Special katsu-don
 (Pork cutlet bowl)

玉子丼
Tamago-don (Egg bowl)

チキンたれカツ丼　3
Soy-sauced chiken cutlet bowl 3

チキンたれカツ丼　2
Soy-sauced chiken cutlet bowl 2

チキンたれカツ丼　1
Soy-sauced chiken cutlet bowl 1

唐揚げマヨたれ丼
Mayonnaise-sauced deep-fried chiken bowl

鶏天丼
Tori ten-don (Chicken tempura bowl)

天丼
Ten-don (tempura bowl)

かき揚げ天丼
Kakiage ten-don
(Mixed vegetable tempura bowl)

かき揚げ天玉丼
Ten-tama don
(Tempura bowl with egg drop)

唐揚げライスボール
Fried chicken salad rice bowl

イカマヨサラダボール
Squid fritters salad rice bowl

タコライスボール
Taco rice bowl

ヌルネバ丼
Nuruneba don (Nuruneba rice bowl)

唐揚げライスボール
Fried chicken salad rice bowl

海老マヨサラダボール
Shrimp fritters salad rice bowl

タコライスボール
Taco rice bowl

温玉ビビンパボール
Onsen egg bibimbap rice bowl

プレーンカレーライス
Curry and rice

カツカレー　ライス
Curry and rice with pork cutlet

プレミアムカツカレー　ライス

Special curry and rice with pork
cutlet (Friday's special)

単  品
Side menu

丼  物
Rice bowls

カレー
Curry and rice

金曜日限定メニューです

Served only on Friday

ライスにサラダと鶏唐揚げがのっています

ライスにサラダといかフリッターがのっています

ライスにサラダをのせミートソースが、かけてあります

かき揚げ天の天丼です

Rice bowl of mixed vegetable tempuras

かき揚げを玉子でとじて丼にしています

Rice bowl of mixed vegetables tempura with
egg drop

鶏天と野菜天4種の天丼です

Rice bowl of 4 vegetable tempuras
and chicken tempura

ちくわ磯辺天と野菜天4種の天丼です

Rice bowl of 4 vegetable tempuras
and isobe chikuwa tempura

小盛りご飯に、チキンカツ1枚付き丼です

Bowl of small seving rice
with 1 soy-sauced chicken cutlet

鶏の唐揚げをマヨネーズベースのたれに絡めた丼です

Mayonnaise-sauced deep-fried chiken bowl

大盛りご飯に、チキンカツ3枚付き丼です

Bowl of extra rice with 3 soy-sauced chicken cutlets

並盛りご飯に、チキンカツ2枚付き丼です

Bowl of normal seving rice
with 2 soy-sauced chicken cutlets

金曜日限定メニューです

Served only on Friday

Rice bowl of egg drop soup

味噌汁は日替りです

Miso soup changes every day

Rice bowl of pork cutlet with egg drop soup

ライスにサラダと鶏唐揚げがのっています

ライスにサラダに海老フリッターがのっています

ライスにサラダをのせミートソースが、かけてあります



項目 メニュー名 その他

Item Menu Others

特定原材料　7品目 特定原材料に準ずるもの　20品目 備考欄

Seven major food materials that
may cause allergy

20 food materials that may cause allergy Notes

唐揚げカレー　ライス
Curry and rice with deep-fried chicken

チーズカレー　ライス
Curry and rice with cheese sauce

薬膳カレー　ライス
Yakuzen curry and rice
(Curry and rice of medical cooking)

薬膳カレー　ライス・サラダセット

Yakuzen curry and rice meal

糀カレー　ライス
Koji curry rice

かけうどん
Udon noodles in hot soup

かき揚げうどん
Udon noodles in hot soup
with vegetable kakiage

天ぷら　1　うどん
Soup noodles topped with 1 tempura

天ぷら　3　うどん
Soup noodles topped with 1 tempura

きつねうどん
Soup noodles topped with fried tofu

月見うどん
Soup noodles topped with a raw egg

辛ねぎうどん
Soup noodles topped with spicy green onion

ヌルネバうどん
Nuruneba udon noodles

かけそば
Soba noodles in hot soup

かき揚げそば
Sobn noodles in hot soup
with vegetable kakiage

天ぷら　1　そば
Soup noodles topped with 1 tempura

天ぷら　3　そば
Soup noodles topped with 1 tempura

きつねそば
Soup noodles topped with fried tofu

月見そば
Soup soba noodles topped with a raw egg

辛ねぎそば
Soup noodles topped with spicy green onion

ヌルネバそば
Nuruneba soba noodles

もりうどん
Cold udon noodles and
soy sauce for dipping

冷かけうどん
Udon noodles in cold soup

冷かけ辛ねぎうどん
Udon noodles in cold soup with spicy green onion

ぶっかけヌルネバうどん
Bukkake nuruneba udon noodles

もりそば
Cold soba noodles and soy sauce for dipping 

カレー
Curry and rice

温かい麺
Hot soup noodles

うどん
Udon noodles

温かい麺
Hot soup noodles

そば
Soba noodles
( Buckwheat
noodles )

冷たい麺
Cold noodles

そばには、ちくわ天ぷらが1本付きます

Soba is marked with chikuwa tempura 1piece

そばには、ちくわ天ぷらが1本と野菜天ぷらが2個付きます

Soba is marked with chikuwa tempura 1piece　and begetable tempura 2 piece

Udon noodles in hot soup with a chikuwa
tempura

うどんには、ちくわ天ぷらが1本と野菜天ぷらが2個付きます

Udon noodles in hot soup
with a chikuwa tempura and 2 vegetable
tempuras

Special curry created by the president of this university

ご飯、薬膳カレー、サラダ、ヨーグルトのセットです

Rice, yakuzen curry, salad, and fruit yogurt

うどんには、ちくわ天ぷらが1本付きます



項目 メニュー名 その他

Item Menu Others

特定原材料　7品目 特定原材料に準ずるもの　20品目 備考欄

Seven major food materials that
may cause allergy

20 food materials that may cause allergy Notes

冷かけそば
Soba noodles in cold soup

冷かけ辛ねぎそば
Soba noodles in cold soup with spicy green onion

ぶっかけヌルネバそば
Bukkake nuruneba soba noodles

ラーメン
Hot ramen noodles

チャーシュー麺
Ramen noodles topped with slice of barbecued pork

辛ねぎラーメン
Ramen noodles topped with spicy green onion

ラーメン
Hot ramen noodles

チャーシュー麺
Ramen noodles topped with slice of barbecued pork

辛ねぎラーメン
Ramen noodles topped with spicy green onion

ラーメン
Hot ramen noodles

チャーシュー麺
Ramen noodles topped with slice of barbecued pork

辛ねぎラーメン
Ramen noodles topped with spicy green onion

ラーメン
Hot ramen noodles

チャーシュー麺
Ramen noodles topped with slice of barbecued pork

辛ねぎラーメン
Ramen noodles topped with spicy green onion

辛ねぎつけ麺
Soup and ramen noodles with spicy green onion

つけ麺
Soup and ramen noodles

日薬さいたまらーめん
Hot ramen noodles

12品目サラダとベーコン　ディッシュ

12 items of vegetable salad
 and bacon

12品目サラダと海老フリッター　ディッシュ

12 items of vegetable salad
and shrimp fritters

12品目サラダと塩糀焼きチキン　ディッシュ

12 items of vegetable salad
and chicken

12品目サラダと薬膳カレー　ディッシュ

12 items of vegetable salad
 and yakuzen curry

12品目サラダとベーコン　プレート

12 items of vegetable salad
and bacon with dessert

12品目サラダと海老フリッター　プレート

12 items of vegetable salad
and shrimp fritters with
dessert
12品目サラダと塩糀焼きチキン　プレート

12 items of vegetable salad
and chicken with dessert

12品目サラダと薬膳カレー　プレート

12 items of vegetable salad
 and yakuzen curry with
dessert

ラーメン
ramen noodles

塩味
Salt soup

ラーメン
Ramen noodles

とんこつ味
Pork broth soup

ラーメン
Ramen noodles

味噌味
Miso soup

つけ麺
Soup for dipping

日薬さいたまらーめ
ん

Ramen noodles

サラダディッシュ
Salad dish

サラダ＆デザート
Salad dish and

dessert

冷たい麺
Cold noodles

ラーメン
Ramen noodles

醤油味
Soy sauce soup

味噌味のラーメンスープです

埼玉県産の食材のみで作られたラーメンです

味噌味のラーメンスープです

味噌味のラーメンスープです

とんこつ味のラーメンスープです

とんこつ味のラーメンスープです

塩味のラーメンスープです

とんこつ味のラーメンスープです

醤油味のラーメンスープです

サラダは日替りです

Salad is daily

醤油味のラーメンスープです

醤油味のラーメンスープです

塩味のラーメンスープです

塩味のラーメンスープです

サラダは日替りです

Salad is daily

サラダは日替りです

Salad is daily

サラダは日替りです

Salad is daily

サラダとデザートは日替りです

Salad and  dessert are daily

サラダとデザートは日替りです

Salad and  dessert are daily

サラダとデザートは日替りです

Salad and  dessert are daily

サラダとデザートは日替りです

Salad and  dessert are daily


