
合計 円

真空製法で練り上
げた、コシのある
かき揚げうどん

包丁切りで角が立ったう
どんと､野菜感のあるか
き揚げに､特製つゆが染
みる心温まる一杯です。
わかめとネギもたっぷり
のってボリューミー！

かき揚げ
うどん

￥250-
  (税込 ) ￥328-

野菜たっぷりの
かき揚げがのった
かき揚げそば

粗挽き粉を多く配合した
田舎そばと､玉ネギ､ニン
ジン､インゲンなどが入っ
た野菜感のある衣の少
ないかき揚げが､特製つ
ゆにマッチします。

かき揚げ
そば

￥250-
  (税込 ) ￥328-

天ぷらの旨味が
つゆに溶け出す
大人気商品！

真空延打製法の煮崩れ
しにくい麺に､鰹の風味
豊かな自家製ストレート
スープを合わせました。
5 種類の具材が入った自
家製かき揚げ､ネギと薬
味､風味抜群の関東産
生おろし柚子を添えた
鍋焼きうどんです。

￥250-
  (税込 ) ￥328-

佐野ラーメンの
銘店監修

白ネギラーメン
栃木市にある銘店「田村
屋」の大人気メニュー白
ネギラーメンを再現。
手もみ風の平打ち縮れ
麺に、さっぱりとしたコク
のあるスープが特徴。
シャキシャキとした食感
と。程よい渋みがあるネ
ギもお楽しみください。

田村屋監修
白ネギラーメン

￥350-
  (税込 ) ￥438-

北海道の旨味が
ギュッと詰まった
渾身の一杯！

バターが溶けて甘味と
深いコクが広がる濃厚ス
ープにコーンとそぼろ肉､
ワカメとネギをのせた王
道味噌ラーメンです。
バターは後のせでスープ
の味変もオススメ。
１杯で２度お楽しみいた
だけます。
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北海道産 
味噌バターコーンラーメン

鍋焼
天ぷらうどん

Ａプラン（ご注文は３個から承ります）　

お届け日 月・火・木・金・土 
発注は､お届け前日の１5時までに

メール (o r d e r� o n i x - j p n . c om )または
f a x ( 0 2 8 - 6 2 3 - 1 2 5 6 ) までお願いします。

　WEB注文もご利用できます。左のQRよりご注文ください。

　　※申し訳ございませんが、日曜日は受付時間外のため
　  お届け日が月曜日のご注文は､土曜日１5時までにお願いします。

￥350-
  (税込 ) ￥438-

山菜どっさり
食べ応え抜群
なめこそば

自慢のつゆは､4 種の削
り節（そうだかつお節、
さば節､あじ節）を使用
し､さらにあごを加えた
自社抽出の天然だし。
わらび､たけのこ､木耳、
セリ､エノキなど多様な
山菜となめこがのったあ
っさりとしたそばです。

山菜なめこ
そば

￥250-
  (税込 ) ￥328-

調理方法

フタの表記に
合わせて温め
てください。

①
天ぷらの下の
フィルムを取り
除く

②
麺と具の上から
ストレートつゆ
を、薄めずに
注ぐ

③
ガスコンロまた
は、IH 機器を
使用して約５分
間煮込む

鍋の空焚きにご注意
IH 調理器は、機種によって加熱ができ
ない場合がございます。
その場合は、鍋に移し替えてください。

～鍋焼天ぷらうどん～～レンジ調理麺～

※10月30日（土）お届け分までのメニュー
￥350-(税込)

￥350-(税込)

￥250-(税込)

￥250-(税込)

￥250-(税込)

￥250-(税込)

￥300-(税込)

備考

北海道産 味噌バターコーンラーメン

田村屋監修 白ネギラーメン

かき揚げうどん

かき揚げそば

山菜なめこそば

鍋焼天ぷらうどん

宇都宮焼きそば ３人前

田村屋監修 佐野ラーメン醤油 ２人前

￥400-(税込)

￥400-(税込)

麺 藏藏監修 バジルdeグリーン味噌らぁめん２人前
五百年老舗の宇都宮味噌煮込みうどん２人前

￥250-(税込)

新登場新登場

新登場新登場

おすす
め

おすす
め
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め　ん：150g×2
つ　ゆ： 48ml×2

め　ん：140g×3
粉末ソース： 10g×3
液体ソース：5g×3

二社で五百年超えの歴史あり！！
宇都宮の老舗企業がつくった
本格味噌煮込みうどんが新登場！

宇都宮で製麺業を行ってきたオニックスジャパ
ンと、味噌を作り続けてきた青源味噌。社歴を
足すと五百年超えの老舗企業共同開発商品。
栃木県産小麦粉「タマイズミ」を使用した縦に
厚い麺に、栃木県産米麹を使用した超熟味噌
が染み込んでコクと深みのある味が口いっぱ
いに広がります。添付の柚子胡椒で味変も！
一つの鍋で茹でから煮込みまで完結する簡単
調理が特徴です！
具材は鶏肉、白菜、しめじ、ネギ、かまぼこ、し
いたけ、油揚げがオススメです。

宇都宮市の大人気店麺藏藏監修
ワンランク上の

新感覚味噌ラーメンが新登場！

食べログ百名店に選出されたこともある、行列
ができる宇都宮市氷室町の銘店、麺藏藏
(ZAZA) 監修バジル de グリーン味噌らぁめん
が登場！
 味噌ラーメンの本場で修行した店主がつくる、
こだわりのスープは、深いコクのある味噌・爽や
かなバジル・濃厚なチーズが渾然一体となった
新しい美味しさ。スープが中太ちぢれ麺に絡ん
で、しっかりとした味噌ラーメンでありながらイ
タリアンを感じる一杯。
本場の味をご家庭でお楽しみください。
 トッピングにスライスチーズ、ネギ、トマトがオ
ススメです。

麺藏藏監修
バジルdeグリーン味噌らぁめん

￥400-
  (税込 )

五百年老舗の宇都宮
味噌煮込みうどん

￥400-
  (税込 )

め　ん：130g×2
つ　ゆ： 60ml×2

おすす
め

おすす
め

おすす
め

おすす
め

調理例

調理例

め　ん：150g×2
つ　ゆ： 35.5ml×2

栃木市の
銘店「田村屋」店主監修

佐野ラーメン

佐野青竹打ち風の平打ち縮れ麺に仕上げた独
特の食感の太麺に､さっぱりとコクのある澄ん
だ色合いが特徴のあっさり醤油スープを合わ
せた自慢の一杯。
具材は、ほうれん草、チャーシュー、メンマ、ナ
ルト、刻んだネギとシンプルに。
店主のラーメンにかける情熱と思いを忠実に再
現しました。どうぞご堪能ください。

宇都宮のご当地焼きそばを
おうちでお手軽に！

モッチモチの極太麺に追いがけソースをお好み
で追加し､味を調整して食べるのが宇都宮流。
大衆の味として昔から親しまれてきました。
そんな焼きそばをご家庭で楽しめるように､専門
店の味を再現しました。
具は､キャベツ、ピーマン､イカまたは肉､ハムなど
がおすすめです。
半熟の目玉焼きを乗せ､追いがけソースをかけ
てお楽しみください。
お好みで七味をかければ､より専門店の焼きそ
ばになります。
大ボリュームの三人前！家族みんなでどうぞ！

宇都宮焼きそば
￥250-
  (税込 )

田村屋監修
佐野ラーメン醤油

￥300-
  (税込 )

調理例

調理例


