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正油ラーメン
Shoyu ramen

¥800

正油チャーシュー麺
Shoyu flavor

¥1,090

味噌ラーメン
Miso ramen

¥850 塩ラーメン
Shio ramen

¥800 胡麻塩ラーメン
Sesami and solt-flavored ramen

¥900

チャーシュー麺 Cha-siu ramen

表示価格は全て税込価格です。

味噌チャーシュー麺
Miso flavor

¥1,140

塩チャーシュー麺
Shio flavor

¥1,090

胡麻塩チャーシュー麺
Sesami and solt flavor

¥1,190

ラーメン
出汁からこだわった本格的な一杯
スープは鶏ガラと豚ガラのミックスで旨みのある香味野菜をふんだんに使用。
ツルっとした喉ごしが特徴の当店オリジナルの麺にこだわりのスープが
絡む自慢のラーメンです。RAMEN

Large
size

麺 大盛り
+¥150



エビ丼 & ラーメンセット

¥1,050

¥1,230

カツ丼 & ラーメンセット
Deep-fried Pork cutlet bowl & Small-size ramen set

¥1,150 漬物付き

漬物付き

漬物付き

Chicken and egg bowl & Small-size ramen set

Deep-fried shrimp bowl & Small-size ramen set

玉子丼 & ラーメンセット

¥950
Egg bowl & Small-size ramen set

カレー & ラーメンセット

¥1,080
curry & Small-size ramen set

ラーメン&丼セット

漬物付き

ご飯と麺のどちらにするか悩んでいる方へおすすめ！

親子丼 & ラーメンセット

※丼とラーメンは単品サイズよりも小さくなります。



ざるそば ¥650

天ざるセット天ざるセット
Cold soba noodles with tempuraCold soba noodles with tempura

冷 かけそば ¥650温

かしわそば ¥900温 たぬきそば ¥730冷

温

月見そば ¥750温

えび天そば ¥1,080
温

冷

冷

Cold soba　noodles Soba noodles in soup

Soba　noodles
with boiled chicken

Soba noodles with bits of 
deep-fried tempura butter

Soba noodles with raw egg

Soba noodles

with shrimp tempura

表示価格は全て税込価格です。※当店では蕎麦とうどんを同じ鍋で茹でております。予めご了承ください。

漬物・茶碗蒸し付き¥1,580¥1,580

蕎麦・うどん
創業時から不動の人気メニュー
時期や年代を問わず人気メニューのお蕎麦。
麺とご飯両方楽しみたいという方にはボリューム
満点でお得なセットもご用意しております。SOBA UDON&

全メニュー

うどん
への変更可能

麺 大盛り
+¥150

Large
size



天丼 & そばセット
Tempura bowl & Soba　noodles set

¥1,480

エビヒレカツ重 & そばセット

¥1,480
Shrimp & Pork fillet cutlet box set

味噌汁・漬物・茶碗蒸し付き

味噌汁・漬物・茶碗蒸し付き 味噌汁・漬物・茶碗蒸し付き

エビ重 & そばセット

¥1,480
Deep-fried shrimp box set

表示価格は全て税込価格です。※当店では蕎麦とうどんを同じ鍋で茹でております。予めご了承ください。

ご飯と麺のどちらにするか悩んでいる方へおすすめ！そば・うどん&丼セット

温

冷

温

冷

温

冷

温冷

エビ丼 &そばセット

¥1,230 漬物付き

Deep-fried shrimp bowl set

カツ丼 &そばセット

¥1,150 漬物付き

Deep-fried cutlet bowl set

親子丼 &そばセット

¥1,050 漬物付き

Chicken and egg bowl set

玉子丼 &そばセット

¥950 漬物付き

Egg bowl set

カレー &そばセット

¥1,080
Curry set

※丼と蕎麦は単品サイズよりも小さくなります。



玉子丼 ¥750
Egg bowl

親子丼 ¥850
Chicken and egg bowl

カツ丼 ¥1,080
Deep-fried pork cutlet bowl

ソースカツ丼 ¥1,290
Pork cutlet bowl<Tonkatsu sause>

エビ重 ¥1,280
Deep-fried shrimp box

ヒレカツ重 ¥1,100
Deep-fried pork fillet cutlet box

表示価格は全て税込価格です。

生ビール・・・・・・・・・・¥620
ノンアルコールビール・・・・¥380
日本酒（一合 ）・・・・・・・¥580

焼酎（ロック）・・・・・・・・¥580
　　 （水割り）・・・・・・・・¥380
ふらのワイン（赤・白）・・・・¥1,650

天丼天丼
Tempura bowlTempura bowl

¥1,300¥1,300

DRINK MENU

《ハーフサイズ》

ご飯 大盛り
+¥150

Large
size丼・重

美味しさの秘訣はこだわりの調理法
揚げたてのカツや天ぷら、絶妙な加減の火入れをした卵とじを
北海道産のお米を使用した白ご飯に乗せました。
どのメニューも満足感のあるボリューム満点の丼ぶりです。RICE BOWL



カレーライスカレーライス
Curry and riceCurry and rice

¥730¥730

ハンバーグカレーハンバーグカレー
Curry and rice with Hamburg steakCurry and rice with Hamburg steak

¥1,180¥1,180

チキンカレーチキンカレー
Chicken curry and riceChicken curry and rice

¥880¥880

エビフライカレーエビフライカレー
Curry and rice with Deep-fried shrimpCurry and rice with Deep-fried shrimp

¥1,180¥1,180

表示価格は全て税込価格です。

���������
SET

単品

¥290
¥390

ドリンクバー

カツカレーカツカレー
Curry and rice with Pork cutletCurry and rice with Pork cutlet

¥1,080¥1,080

カレー
程よい辛さが食欲を刺激するオリジナルブレンド
コクのある辛さが自慢の自家製カレーです。
ルーを当店独自にブレンドをして辛すぎず、甘すぎない程よい辛さに
仕上げました。ご飯だけではなくカツやハンバーグとの相性も抜群です。CURRY 中辛



手仕込みハンバーグ
Homemade hamburg steak

¥980
¥1,230

170g

260g

ハンバーグエビフライ
Hamburg steak with deep-fried shrimps

ハンバーグエッグ
Hamburg steak with Sunny-side up

和風おろしハンバーグ
Japanese style hamburg steak

¥1,380
¥1,630

170g

260g

¥1,090
¥1,340

170g

260g

¥1,100
¥1,350

170g

260g

ライス・スープ付き

ライス・スープ付きライス・スープ付き

ライス・スープ付き デミグラスソースデミグラスソース

特製和風ソースデミグラスソース

表示価格は全て税込価格です。

170g ¥1,450¥1,200 260g

チーズハンバーグ
Hamburg  steak with cheese 

ライス・スープ付き デミグラスソース

ハンバーグ
まごころ込めて手捏ねで作る洋食の定番
ひとつひとつ丁寧に手捏ねをしている特製ハンバーグです。
当店独自の焼き方でじっくり火を入れることで中に肉汁を閉じ込めました。
アツアツの鉄板の上でジューシーなハンバーグをお召し上がりください。HAMBURG STEAK



キッズメニュー

ジュース
おもちゃ

&

つき！

和風きのこパスタ和風きのこパスタ ¥980¥980
Japanese style mushroom spaghettiJapanese style mushroom spaghetti

コーンクリームパスタ

¥890¥890
Corn cream spaghettiCorn cream spaghetti

明太子パスタ ¥890
Spicy cod roe spaghetti

キャベツと玉子の塩パスタ ¥850
Spaghetti with Cabbage and scrambled eggs

ナポリタンナポリタン ¥780¥780
Neapolitan （Ketchup-based spaghetti）Neapolitan （Ketchup-based spaghetti）

お子様ラーメン
¥580

お子様うどん
¥550

お子様ハンバーグ
¥750 お子様カレー

¥750

パスタ
食材を活かした四季の恵オリジナルパスタ
日本人が慣れ親しんだ定番の味からシェフが試作を重ねて考案した当店限定メニューまで
幅広いジャンルが揃ったパスタメニューです。
その時の気分に合わせてお好みの味をお楽しみください。PASTA



四季定食 “Shiki” set

￥980

季節ごとに変わる料理を楽しめる
ヘルシーメニュー

天ぷら定食 Tempura set

￥1,480

ぷりぷりの海老と新鮮な野菜を使った
揚げたての天ぷらをご飯と一緒に

表示価格は全て税込価格です。

メンズ&レディースセット
Men’s & Ladie’s set

￥1,080
ワンドリンク付

豊富なメニューを少しずつ食べたい方へ

お刺身/茶碗蒸し/ 小鉢 2 種 /ご飯 / 味噌汁 / 漬物
※時期によって写真と一部内容が異なります。

天ぷら / 茶碗蒸し / ご飯 / 味噌汁 / 漬物
※時期によって一部内容が変わります。

天ぷら/お刺身/うどん/冷奴/サラダ/アイス/ご飯
※時期によって写真と一部内容が異なります。



ミックスフライ定食
Assorted deep-fried food set

￥1,280
ご飯・味噌汁・漬物付き

ご飯・味噌汁・漬物付き

とんかつ定食
Deep-fried pork cutlet set

￥1,290

ザンギ定食
Zangi<Japanese fried chicken> set

￥1,180

ご飯・味噌汁・漬物付き

カレイ唐揚げ定食
Fried flatfish set

￥1,280

ご飯・味噌汁・漬物付き

表示価格は全て税込価格です。

定食
和と洋の両方を楽しめる四季の恵人気の定食
お馴染みの人気メニュー「メンズ & レディースセット」をはじめ、
多くのお客様のご希望に添えるように和と洋を取り揃えたメニューです。
バランスが取れた四季の恵の定食を是非お召し上がりください。SET MEAL

ご飯 大盛り
+¥150

Large
size



四季の恵特製スイーツ

フロート
Ice cream floaｔ

かき氷
Shaved ice

¥380

¥390

イチゴ / メロン / ブルーハワイ / 抹茶

イチゴ / メロン / ブルーハワイ / 抹茶 / コーヒー

表示価格は全て税込価格です。

オリジナルパフェ
Original parfait

¥750
ストロベリー/チョコレート/抹茶/キャラメル

ミニパフェ
Small-size parfait

¥450

ストロベリー/チョコレート/キャラメル



わらび餅 & 抹茶アイス
Warabimochi & “Matcha”green tea ice cream

¥450

ソフトクリーム
Soft serve

¥280
コーヒーゼリー
Coffee jelly

¥450

Drink bar

¥290 ¥390

和風ソフトクリーム ¥580
Japanese style soft serve

お料理をご注文の方にお得な
単 品セット価格

ドリンクバー

※デザートのみご注文の場合、セット価格は適用されません 。

120分飲み放題
ソフトドリンクが

生ビール・・・・・・・・・・¥620

ノンアルコールビール・・・・¥380

日本酒（一合 ）・・・・・・・¥580

焼酎（ロック）・・・・・・・・¥580

　　 （水割り）・・・・・・・・¥380

ふらのワイン（赤・白）・・・・¥1,650

DRINK MENU

ストロベリー/チョコレート/
抹茶/キャラメル

サンデー
Sundae

¥400

《ハーフサイズ》



北海道富良野市新富町 2-5
TEL/FAX：0167-22-1755


