
LunchE Q
 U I
 A   K A W A G O E

おすすめランチメニュー

基本営業時間：11時～22時 （一部店舗は10時～） 
※ラストオーダー：２１時30分

※ランチタイムは店舗により異なります。

極旨ミートソース 当店の定番人気商品！
玉ねぎとたっぷりの
挽肉の美味しさを
ご堪能ください！
（※記載は平日ランチ

価格です）

1,100円（税込）

天ざるうどん

季節の野菜を使用した夏限定の
天ざるです。季節毎に野菜を変更
します。

1,080円（税込）

牛とじ丼定食

特に男性に人気のある商品です。又、テイクアウト
は店内販売価格より安くなっております。

1,040円（税込）

チャーハン

オリジナルのタレを使用し、
こだわりの味になっておりま
す。（大盛り660円（税込））

550円（税込）

塩ワンタン麺

鶏の風味が効いたバランスの
良いラーメンです。しょうゆ味も
ございます。

680円（税込）

濃厚とんこつつけ麺

豚骨、丸鷄、背脂をじっくり煮込んで和風だし
と合わせた濃厚なつけ麺です。

690円（税込）

メランザーネ
～なすとベーコンのトマトソース～

分厚くジューシーなナスと、甘みと酸味の
バランスがとれた自社製トマトソースを
お楽しみください！辛口や野菜のトッピング
もおすすめ！（※記載は平日ランチ価格です）

1,100円
（税込）

極旨海鮮
博多明太子と
いくら・紋甲いか

やさしい味わいの和風スパゲッティ！お好み
で明太子→たらこのソースにも変えられ
ます！（※記載は平日ランチ価格です）

1,243円
（税込）

黒酢
ポン酢の
和風おろし
ハンバーグ

大戸屋の黒酢を加えた、
黒酢ポン酢でさっぱり！890円（税込）

まぐろ三昧
とろ、赤身、びんちょうまぐろ、
3つのまぐろが楽しめる3貫盛。528円（税込）

白身三昧
季節の白身を味わえる3貫盛。418円（税込）

お子様三昧
えび、いくら、玉子、お子様に
人気のネタを集めました。253円（税込）

洋食屋さんのオムライス
洋食の定番オムライスです。珈琲
店のオムライス、ぜひお召し上がり
ください。

830円（税込）

ビーフシチュー
オムライスドリア

自慢のデミグラスソースを使用し
仕上げています。オススメです。

930円（税込）

星乃ビーフカレー
大人向けの本格的なカレーに
仕上げてあります。カレー好きの
皆様いかがでしょうか？

900円（税込）

甘いプルコギ風の牛肉炒め

プルコギ
牛肉炒め
980円
（税込）

カツ丼定食 ランチメニューで
No.1の人気商品
です。又、テイク
アウトもできます。990円（税込）

さばの竜田揚げ
香味ねぎソース 相性抜群な組み合わせ

890円（税込）

●別途、ホリデーランチもご用意しております。
内容はスタッフへお尋ね下さい。

平日ランチタイム : 11時～15時
TEL : 049-228-7730

イタリアンダイニング DONA
［イタリアン］ テイクアウト・Uber Eats テイクアウト・Uber EatsTEL：049-225-6603

実演手打うどん 杵屋
［うどん・そば］

築地 銀一丁 
［回転寿司］

TEL：049-224-5403

TEL：049-272-7471
ランチタイム：10時～14時

（平日限定）

星乃珈琲店
［珈琲専門店］

TEL：049-224-2787テイクアウト
中華そば神寄
［中華］

大戸屋
［定食］

TEL：049-223-7271
基本営業時間：10時～22時

テイクアウト・Uber Eats・出前館

テイクアウト・
Uber Eats・出前館

EQUiA川越ではPASMO・Suica・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん等の交通系電子マネー、
また3F飲食フロアでは全国共通お食事券ジェフグルメカードをご利用いただけます。 ※PiTaPaはご利用いただけません。

●予告なく掲載内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。 ●詳しくはショップスタッフにお尋ねください。
●営業時間は状況により変更する場合がございます。

〒350-1122 埼玉県川越市脇田町24-9
TEL 049-226-6343

川越



牛タンの
赤ワイン煮込み

ほろほろで柔らかな牛タンが口の
中でソースと共にほどけます。
ワインやフォカッチャとご一緒に。

1,078円（税込）

ほろ酔いセット

ドリンク1杯とおつまみが3品付いた
お得なセットです。

1,050円（税込）

冷し海老天おろし
うどん

冷しうどんのメニューで人気No.1の
商品です。そばにも変更可能です。

830円（税込）

中華そば＋餃子セット

定番の中華そばと6個入りの餃子セット。
単品価格より20円お得です。

780円（税込）

醤油
ワンタン麺

煮干しの香りが
効いたなつかしい
味の醤油ワンタン
麺。セットもござい
ます。680円（税込）

生ビール＋
豚玉子焼き

仕事帰りに一杯、おつまみは
玉子焼きがおすすめです。他の
おつまみもございます。

640円（税込）

メランザーネ ～なすとベーコンの
トマトソース～ ディナーセット

当店看板メニュー！
セットドリンクでは生
ビールやハウスワインも
お選びいただけます。
トッピングでカスタマ
イズもおすすめ！

1,463円
（税込）

麦黒牛リブロースステーキ
（150g）

オーストラリア産、柔ら
かくジューシーなお肉
をご賞味ください！

1,518円
（税込）

チキン
かあさん煮

大戸屋創業時からの定番。
なめたけおろしがポイント。

890円（税込）

びっくり玉子

驚くほどなが～い玉子握り

198円（税込）

活〆穴子一本
活〆の穴子を1本まるごと握りました。638円（税込）

こぼれ寿司・海宝
うに、いくら、まぐろたたき、紅ずわいがに
4種のネタを贅沢に盛りつけました。

1,056円
（税込）

ハンバーグプレート
サラダも付いてお得です。
珈琲店のハンバーグいかがで
しょうか？

950円（税込）

生姜焼き＆コロッケプレート
コロッケも付いてボリューム
あります。ディナーにいかがで
しょうか？

950円（税込）

相性抜群な組合せ

炭火焼
チキンの
葱ソース
790円（税込）

丼と小うどんの定食
丼は3種類から、小
うどんは8種類から
お好みで選べる
セットです。

1,000円
（税込）

無添加のビーフハンバーグ
とサクサクの白身フライ、
鶏の竜田揚げのバラエティ
メニュー

大戸屋ミックス
1,080円（税込）

営業時間 : 11時～22時
TEL : 049-228-7730

イタリアンダイニング DONA
［イタリアン］ テイクアウト・Uber Eats テイクアウト・Uber EatsTEL：049-225-6603

実演手打うどん 杵屋
［うどん・そば］

築地 銀一丁 
［回転寿司］

星乃珈琲店
［珈琲専門店］

TEL：049-224-2787
テイクアウト

中華そば神寄
［中華］

大戸屋
［定食］

TEL：049-223-7271
営業時間：10時～22時

テイクアウト・Uber Eats・出前館

テイクアウト・
Uber Eats・出前館

営業時間 : 11時～22時 TEL：049-224-5403
営業時間 : 11時～22時

営業時間 : 11時～22時

TEL：049-272-7471
営業時間 : 10時～22時

DinnerE Q
 U I
 A   K A W A G O E

おすすめディナーメニュー

基本営業時間：11時～22時 （一部店舗は10時～） 
※ラストオーダー：２１時30分

EQUiA川越ではPASMO・Suica・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん等の交通系電子マネー、
また3F飲食フロアでは全国共通お食事券ジェフグルメカードをご利用いただけます。 ※PiTaPaはご利用いただけません。

●予告なく掲載内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。 ●詳しくはショップスタッフにお尋ねください。
●営業時間は状況により変更する場合がございます。

〒350-1122 埼玉県川越市脇田町24-9
TEL 049-226-6343

川越
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