
※価格はすべて税抜きとなっております。
反対面ににぎりメニューあります

冷たいバニラアイスとあったか小豆
もっちもちの ”ぎゅうひ ”も一緒にもっちもちの ”ぎゅうひ ”も一緒に
冷たいバニラアイスとあったか小豆

☆酒肴いろいろ♪酒肴いろいろ♪☆

あったか小豆のアイスもなかあったか小豆のアイスもなか
☆☆これは旨い♪最後にデザートいかがですか？これは旨い♪最後にデザートいかがですか？

Sardine tempura plum flavourSardine tempura plum flavour

Sardine tempura plum flavourGrilled Broad Beans

香ばしいサクサクもなかに挟んで召し上がれ♪香ばしいサクサクもなかに挟んで召し上がれ♪

Hot Azuki with cold ice creamHot Azuki with cold ice cream
有明産有明産

☆旬の激旨な魚はコレだ !!☆旬の激旨な魚はコレだ !!
Fish in season! Don’ t miss it!

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

Today's recommended dish!
本日のおすすめ本日のおすすめ

（4ヶ）（4ヶ）

Young Sweetfish TempuraYoung Sweetfish Tempura

青森産青森産

新物 ホタルイカ新物 ホタルイカ
兵庫産兵庫産
Firefly SquidFirefly Squid

Homemade deep-fried tofu Homemade deep-fried tofu 
"tiger in the snow "radish"tiger in the snow "radish

生しらす　刺身生しらす　刺身
Baby sardine sashimiBaby sardine sashimi

～十六豆腐の手作り厚揚げ～～十六豆腐の手作り厚揚げ～

たっぷりの大根おろしを添えた逸品 !たっぷりの大根おろしを添えた逸品 !
” 江戸時代の粋な肴 ”を日本酒と共に是非 !!” 江戸時代の粋な肴 ”を日本酒と共に是非 !!

竹崎の生かき竹崎の生かき
Oysters from Ariake sea,KyusyuOysters from Ariake sea,Kyusyu

” 春を告げる ”ホタルイカ !” 春を告げる ”ホタルイカ !

580580580円

380380380円

ほろ苦さがたまらない♪ほろ苦さがたまらない♪

1,2801,2801,280円

680680680円

580580580円

480480480円

いわしの梅しそ天いわしの梅しそ天

980980980円

680680680円

愛知産

抜群に旨い ! 人気 No.1♪抜群に旨い ! 人気 No.1♪

稚アユの天ぷら稚アユの天ぷら

焼きそら豆焼きそら豆

雪虎雪虎

◎◎

◎◎

1,2801,2801,280円

イチ押し !!

イチ押し !!板前寿司
板前寿司

静岡・神奈川産静岡・神奈川産
ぷりっとした食感が堪らない !!ぷりっとした食感が堪らない !!

千葉外房産千葉外房産
well-aged Flatfishwell-aged Flatfish

旨味増してます♪旨味増してます♪
脂がのってキメ細かく、絶品そのもの !!脂がのってキメ細かく、絶品そのもの !!

ビールにはやっぱりビールにはやっぱり
豆が合う♪豆が合う♪

梅の酸味が程よく合う !!梅の酸味が程よく合う !!
ふっくらジューシー♪ふっくらジューシー♪

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

天然活〆平目薄造り天然活〆平目薄造り～熟成～～熟成～◎◎



※価格はすべて税抜きとなっております。

反対面に一品料理メニューあります →

生しらす軍艦生しらす軍艦
Baby sardineBaby sardine

青柳（あおやぎ）青柳（あおやぎ）
Round ClamRound Clam
北海道野付産　from Hokkaido Notuke北海道野付産　from Hokkaido Notuke

のどぐろのどぐろ
Blackthroat SeaperchBlackthroat Seaperch

from Nagasaki and othersfrom Nagasaki and others
長崎・他　脂のってます !!　脂のってます !! 長崎・他　

◎◎

◎◎☆☆旬のにぎりいろいろ旬のにぎりいろいろ
おすすめ にぎり Recommended SUSHIおすすめ にぎり Recommended SUSHI

◎◎

北寄貝北寄貝
Surf ClamSurf Clam
北海道産 from Hokkaido北海道産 from Hokkaido

◎◎

すみいかすみいか
 Golden cuttlefish Golden cuttlefish
江戸前 from Tokyo江戸前 from Tokyo　

◎◎

well-aged Flatfishwell-aged Flatfish
千葉外房産千葉外房産
from Chiba outside the bunchfrom Chiba outside the bunch

天然活〆平目天然活〆平目～熟成～～熟成～

398398398円

498498498円

298298298円

158 158158円

噛むほどに甘味溢れる♪噛むほどに甘味溢れる♪

これからが旬 !
貝のシーズン突入です♪

春は貝が旨い !春は貝が旨い ! 298298298円

298298298円

熟成で旨味UP!熟成で旨味UP!

◎◎
Sweet Spot PrawnSweet Spot Prawn

◎◎

598598598円

生ボタンエビ生ボタンエビ生ボタンエビ

from Hokkaido Funka Bayfrom Hokkaido Funka Bay

抜群のトロぷり感 !!抜群のトロぷり感 !!
北海道 噴火湾産北海道 噴火湾産　

from Shizuoka Kanagawafrom Shizuoka Kanagawa
静岡・神奈川産静岡・神奈川産

ぷりっとした食感が堪らない !!ぷりっとした食感が堪らない !!

◎◎

580580580円

うにタンうにタン

牛タンのジューシーさと牛タンのジューシーさと

''UrchinTongue'' ''UrchinTongue'' 
 Sea urchin & Beef tongueSea urchin & Beef tongue

とろっとした雲丹が絶妙に合う !!とろっとした雲丹が絶妙に合う !!

イチ押し !!

イチ押し !!板前寿司
板前寿司


