
「鰹」・・・
かつお

７８０円（並） （大盛り ＋１００円）

鰹節、煮干し、焼干し、サバ節に大量の野菜
さらに鰹の香味油で香りを立たせる、和食では
味わえない鰹ダシです。

（バラ肉チャーシュー使用）

「鰹」に店主イチ押しトッピング

「ワカメ」 ＋ 「バター」

バターは風味を損ねることなく味に深みが出ます。
鰹と驚くほど相性の良いワカメ。ぜひ食べてもらいたい
組み合わせ。三位一体とはまさにコレ！

●鰹 ・・・ ４２０円 ● 煮干し ・・・ 420円 ● 鶏ダシ ・・・ 380円

●

●

●
●

ライス／半ライス

お茶漬けごはん

チャーシュー丼

・・・１２０円／６０円

・・・２００円

・・・２５０円

角切りチャーシュー、海苔、わさび付
ラーメンのスープでお茶漬けに！

温泉たまご ・・・１００円

ライス、お茶漬け、チャーシュー丼にお好みで

「初めてのお客さまへ」当店の麺の量は「並盛」が２２０ｇです（一般的な大盛りサイズ） ※大盛りは１００ｇ増しです

２２０ｇ １８０ｇ ＋ トッピング（チャーシュー・メンマ・味玉から1品 又は ウーロン茶

２２０ｇ １４０ｇ ＋ ミニデザート 又は 野菜ジュース 又は 黒ウーロン茶

通常 麺を少なめにすると

お子様ラーメン（ジュース付き） ※ご注文は小学生以下のお子様に限ります

きた倉の満足アップシステム「やさシステム」とは？（麺少なめサービス）

(杏仁豆腐・シャーベット・ヨーグルトから1品）

● ワカメ

● バラ干し海苔

● 茎ワカメ

● バラ肉チャーシュー（3枚）

● モモ肉チャーシュー（3枚）

● メンマ

● 味付玉子

● ワンタン （3ヶ）

● ネギ増し／増し増し

● みつば増し／増し増し

● バター

● 全部増し

三点増し

・チャーシュー（バラ又はモモ） ・メンマ ・味玉

・チャーシュー（バラ又はモモ） ・メンマ ・味玉
・海苔 ・ワカメ

ミックスチャーシュー
（バラ・モモ各２枚ずつ）

…120円 ２００円 ３００円
（ダブル） （トリプル）

２５０円

２５０円

４２０円

６２０円

８０円

１００円／１８０円

８０円／１２０円

１８０円

１００円

１２０円

３００円

（５ヶ） ２８０円

海藻類は脂肪燃焼効果あり！

～選べるトッピング いろいろ～

青森で1番の
「元気な挨拶」を
無料トッピングさせて頂きます！

店主 北田晴輝



「煮干し」・・・ ７００円（並） （大盛り ＋１００円）

「煮干し」 季節によって産地を変え、その時期で一番
美味しい煮干しを使う

「焼干し」 奥深い香りと旨みが加わる
「帆立貝柱」 ほのかな甘みを感じさせる優しい旨み

（モモ肉チャーシュー使用）

● ワカメ

● バラ干し海苔

● 茎ワカメ

● バラ肉チャーシュー（3枚）

● モモ肉チャーシュー（3枚）

● メンマ

● 味付玉子

● ワンタン （3ヶ）

● ネギ増し／増し増し

● みつば増し／増し増し

● バター

● 全部増し

三点増し

・チャーシュー（バラ又はモモ） ・メンマ ・味玉

・チャーシュー（バラ又はモモ） ・メンマ ・味玉
・海苔 ・ワカメ

ミックスチャーシュー
（バラ・モモ各２枚ずつ）

…120円 ２００円 ３００円
（ダブル） （トリプル）

２５０円

２５０円

４２０円

６２０円

８０円

１００円／１８０円

８０円／１２０円

１８０円

１００円

１２０円

３００円

（５ヶ） ２８０円

海藻類は脂肪燃焼効果あり！

～選べるトッピング いろいろ～

店主 北田晴輝

●鰹 ・・・ ４２０円 ● 煮干し ・・・ 420円 ● 鶏ダシ ・・・ 380円

●

●

●
●

ライス／半ライス

お茶漬けごはん

チャーシュー丼

・・・１２０円／６０円

・・・２００円

・・・２５０円

角切りチャーシュー、海苔、わさび付
ラーメンのスープでお茶漬けに！

温泉たまご ・・・１００円

ライス、お茶漬け、チャーシュー丼にお好みで

お子様ラーメン（ジュース付き） ※ご注文は小学生以下のお子様に限ります

「初めてのお客さまへ」当店の麺の量は「並盛」が２２０ｇです（一般的な大盛りサイズ） ※大盛りは１００ｇ増しです

２２０ｇ １８０ｇ ＋ トッピング（チャーシュー・メンマ・味玉から1品 又は ウーロン茶

２２０ｇ １４０ｇ ＋ ミニデザート 又は 野菜ジュース 又は 黒ウーロン茶

通常 麺を少なめにすると

きた倉の満足アップシステム「やさシステム」とは？（麺少なめサービス）

(杏仁豆腐・シャーベット・ヨーグルトから1品）

青森で1番の
「元気な挨拶」を
無料トッピングさせて頂きます！

「煮干し」に店主イチ押しトッピング

「バラ肉チャーシュー」＋「バラ干し海苔」

煮干しスープにバラ肉の脂が染み出す旨みの相乗効果！
バラ干し海苔のコリコリとした食感と磯の風味も抜群！
海藻類は脂肪燃焼効果もあるんですって！



サイドメニュー ・ ドリンクメニュー

【 おつまみ 】

● おつまみ チャーシュー ・・・ ３８０円

● おつまみ メンマ ・・・ ３８０円

● おつまみ ミックス （チャーシュー＆メンマ） ・・・ ４５０円

【 ドリンクメニュー 】

● アサヒスーパードライ (ビン）

● 黒ウーロン茶 脂肪燃焼効果 われらの味方！

● ウーロン茶

【 各種デザート 】

● ヨーグルト （ブルーベリー 又は ストロベリー）

「ヨーグルトの効果」
ラーメンって意外に匂いが残るんですよね。食後に乳製品をとることで「匂い消し」の
役目もしてくれます。また、食後に食べると乳酸菌が腸まで届きやすくなるそうです。
美容効果や生活習慣病の予防にも効果的ですね！

● 杏仁豆腐

● シャーベット

・・・ ５００円

・・・ １５０円

・・・ １００円

・・・ ２００円

・・・ ２００円

・・・ ２００円


