
本日のおすすめ本日のおすすめ
☆☆

→反対面におすすめにぎりメニューあります

Fish in season! Don’ t miss it!
Today's recommended dish!

Fish in season! Don’ t miss it!
Today's recommended dish!

いちおしの逸品達 !!いちおしの逸品達 !! ◎◎三重産藁焼き初鰹刺身三重産藁焼き初鰹刺身
Grilled bonito sashimiGrilled bonito sashimi
初物好きな江戸っ子がこよなく愛した初鰹を初物好きな江戸っ子がこよなく愛した初鰹を
お店で豪快に藁焼きに !!お店で豪快に藁焼きに !!

◎◎駿河湾産生しらす刺身駿河湾産生しらす刺身
Fresh whitebait sashimiFresh whitebait sashimi

980980980 ( 税込 )( 税込 )円

780780780 ( 税込 )( 税込 )円

富士山からの雪解け水と日本一深い駿河湾の豊富な富士山からの雪解け水と日本一深い駿河湾の豊富な
栄養で育まれた『生しらす』をお刺身でどうぞ !栄養で育まれた『生しらす』をお刺身でどうぞ !

1,2801,2801,280 ( 税込 )( 税込 )円

◎◎長崎県五島産岩牡蠣長崎県五島産岩牡蠣
Rock oystersRock oysters
夏場でしか出会えない天然岩牡蠣を夏場でしか出会えない天然岩牡蠣を
是非ご堪能あれ !是非ご堪能あれ !

お客様還元 ! 今だけ価格 !!300 円 OFF!!!お客様還元 ! 今だけ価格 !!300 円 OFF!!!

1,5801,5801,580 ( 税込 )( 税込 )円

超おすすめ♪

超おすすめ♪鮮度抜群 !
鮮度抜群 !

◎◎和歌山産自家製鮎の一夜干し和歌山産自家製鮎の一夜干し
Sweetfish salted and dried overnightSweetfish salted and dried overnight

880880880 ( 税込 )( 税込 )円

鮮度抜群の鮎をお店で丹念に一夜干しに !鮮度抜群の鮎をお店で丹念に一夜干しに !
頭から尻尾までまるごとイケちゃいます♪頭から尻尾までまるごとイケちゃいます♪

◎◎九州料理『りゅうきゅう』どんちっちあじ仕様九州料理『りゅうきゅう』どんちっちあじ仕様
Pickled horse mackerel in soy saucePickled horse mackerel in soy sauce
脂のり抜群のどんちっちあじを板前寿司特製漬けダレに漬け脂のり抜群のどんちっちあじを板前寿司特製漬けダレに漬け
薬味たっぷりの逸品に仕上げました !薬味たっぷりの逸品に仕上げました !

◎◎北海道産焼き北寄貝北海道産焼き北寄貝
Grilled surf clamGrilled surf clam
北海道から仕入れた北寄貝を網焼きに !北海道から仕入れた北寄貝を網焼きに !
風味豊かに焼き上げました !!風味豊かに焼き上げました !!

◎◎国産もろきゅう～青唐味噌添え～国産もろきゅう～青唐味噌添え～
Fresh whitebait sashimiFresh whitebait sashimi

780780780 ( 税込 )( 税込 )円

若いきゅうりを使ったさっぱりとした逸品 !若いきゅうりを使ったさっぱりとした逸品 !
特製青唐味噌でやみつきに♪特製青唐味噌でやみつきに♪

◎◎あおりいかと国産アスパラのバター炒めあおりいかと国産アスパラのバター炒め
Stir-fried bigfin reef squid and asparagus with butterStir-fried bigfin reef squid and asparagus with butter
火入れすると別格の旨さになるゲソ、エンペラと火入れすると別格の旨さになるゲソ、エンペラと
旬の国産アスパラでバター炒めに !旬の国産アスパラでバター炒めに !

980980980 ( 税込 )( 税込 )円

880880880 ( 税込 )( 税込 )円

880880880 ( 税込 )( 税込 )円



本日のおすすめ本日のおすすめ →反対面におすすめ逸品メニューあります

☆☆旬の握り達 !!旬の握り達 !!
Fish in season! Don’ t miss it!

Today's recommended dish!
Fish in season! Don’ t miss it!

Today's recommended dish!

◎◎千葉産炙り酢締め真いわし千葉産炙り酢締め真いわし
Roasted sardineRoasted sardine
軽く酢締めした真いわしを炙って軽く酢締めした真いわしを炙って
芳醇に仕上げました !芳醇に仕上げました !

◎◎横須賀産あおりいか横須賀産あおりいか
Bigfin reef squidBigfin reef squid
高級いかの中でも不動の地位を誇る「いかの王様」高級いかの中でも不動の地位を誇る「いかの王様」
上品な食感と贅沢な甘みに酔いしれますよ !上品な食感と贅沢な甘みに酔いしれますよ !

◎◎三重産生とり貝三重産生とり貝
Fulvia muticaFulvia mutica
旬の時期にしかお目にかかれない高級貝 !旬の時期にしかお目にかかれない高級貝 !
寿司通な貴方は注文必至です !!寿司通な貴方は注文必至です !!

◎◎三重産藁焼き初鰹三重産藁焼き初鰹
Grilled bonitoGrilled bonito
江戸時代より嗜まれてきた鰹とからしの組み合わせ !江戸時代より嗜まれてきた鰹とからしの組み合わせ !
貴方もきっと「こんなに合うのか !」と驚きます♪貴方もきっと「こんなに合うのか !」と驚きます♪

◎◎駿河湾産生しらす軍艦駿河湾産生しらす軍艦
Fresh whitebaitFresh whitebait
日本一の山と湾に育まれた『生しらす』を日本一の山と湾に育まれた『生しらす』を
軍艦でもお召し上がり下さいませ !軍艦でもお召し上がり下さいませ !

218218218 ( 税込 )( 税込 )円

248248248 ( 税込 )( 税込 )円

498498498 ( 税込 )( 税込 )円

598598598 ( 税込 )( 税込 )円

798798798 ( 税込 )( 税込 )円

獲れたての濃厚な甘みと極上の味わいを獲れたての濃厚な甘みと極上の味わいを
シンプルに握りで ! 唸るほど美味いですよ♪シンプルに握りで ! 唸るほど美味いですよ♪

◎◎北海道産塩水うに北海道産塩水うに
Special sea urchinSpecial sea urchin

超おすすめ♪

超おすすめ♪鮮度抜群 !
鮮度抜群 !

◎◎平貝昆布締め磯辺焼き仕上げ平貝昆布締め磯辺焼き仕上げ
Mellow razor clamMellow razor clam
これぞ職人技 ! 新鮮な平貝を昆布締めにしこれぞ職人技 ! 新鮮な平貝を昆布締めにし
磯辺焼きに仕上げた一貫です !磯辺焼きに仕上げた一貫です ! 298298298 ( 税込 )( 税込 )円

◎◎島根産どんちっちあじ島根産どんちっちあじ
Brand horse mackerelBrand horse mackerel

クリアした脂のり抜群の極上あじ !クリアした脂のり抜群の極上あじ !

218218218 ( 税込 )( 税込 )円

◎◎北海道産北寄貝北海道産北寄貝
Surf clamSurf clam
サッと湯引きし、裏返しで握る事で北寄貝のサッと湯引きし、裏返しで握る事で北寄貝の
旨味と甘味がより引き立ち、口の中に広がります♪旨味と甘味がより引き立ち、口の中に広がります♪

398398398 ( 税込 )( 税込 )円
脂質 10%以上という厳しいブランド規格 ( 一般のあじは 3.5%) を脂質 10%以上という厳しいブランド規格 ( 一般のあじは 3.5%) を

218218218 ( 税込 )( 税込 )円


