
※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？

Deep-fried Scallops “sea breeze” flavorDeep-fried Scallops “sea breeze” flavor

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

☆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）

Seared First Bonito Of SeasonSeared First Bonito Of Season

昆布森の殻付生かき昆布森の殻付生かき
Fresh Oyster from HokkaidoFresh Oyster from Hokkaido

380380380円

食感が堪らない♪食感が堪らない♪

1,2801,2801,280円

680680680円

580580580円

680680680円

抜群に旨い ! 人気 No.1♪抜群に旨い ! 人気 No.1♪

初鰹たたき初鰹たたき

焼きそら豆

◎◎

円

Grilled Sweet Fish from AichiGrilled Sweet Fish from Aichi

今が旬の鮎 ! 是非、ご賞味下さい !!今が旬の鮎 ! 是非、ご賞味下さい !!

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♪

別格のホタテの味わいを是非 !!別格のホタテの味わいを是非 !!
朝獲れをそのまま蒸し揚げ !朝獲れをそのまま蒸し揚げ !

◎◎

◎◎

北海道　仙鳳趾産北海道　仙鳳趾産

焼きそら豆焼きそら豆

山神の蒸しホタテ　磯辺天ぷら山神の蒸しホタテ　磯辺天ぷら
やまじんやまじん

980980980超おすすめ♪

超おすすめ♪鮮度抜群 !
鮮度抜群 !

◎◎まるごと殻ウニまるごと殻ウニ
Whole round Sea UrchinWhole round Sea Urchin

岩手県北三陸ファクトリー岩手県北三陸ファクトリー
天然の昆布を食べて育ったウニは天然の昆布を食べて育ったウニは
味も身入りも抜群です♪味も身入りも抜群です♪

TVでも取り上げられたTVでも取り上げられた

鮎の塩焼き鮎の塩焼き◎◎

～ウニ牧場直送～～ウニ牧場直送～

今注目の逸品です !!今注目の逸品です !!

千葉産千葉産
初夏のごちそう !「初鰹」。初夏のごちそう !「初鰹」。
プリプリのプリプリの

愛知県愛知県

Water EggplantWater Eggplant
青唐味噌が絶妙に合う♪青唐味噌が絶妙に合う♪

水茄子水茄子

円490490490

◎◎

◎◎

◎◎

（1個）（1個） 580580580円



※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 →

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

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　

Raw scallopsRaw scallops
北海道野付産北海道野付産
from Hokkaido Notsukefrom Hokkaido Notsuke

生ほたて生ほたて野付産野付産

398398398円

498498498円

298298298
円

噛むほどに甘味溢れる♪噛むほどに甘味溢れる♪

とっても旨味濃厚♪とっても旨味濃厚♪ 298298298円

398398398円

ぷりぷりっ ! 鮮度抜群♪ぷりぷりっ ! 鮮度抜群♪

◎◎

580580580円

うにタン（握り）うにタン（握り）

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 !!

158158158円

初鰹たたき初鰹たたき
from Chibafrom Chiba

プリプリの食感♪プリプリの食感♪
千葉産千葉産

Rice With Grilled Sweet FishRice With Grilled Sweet Fish

580580580円

鮎棒寿司鮎棒寿司
from Aichifrom Aichi

焼いた鮎を 1本丸ごと♪焼いた鮎を 1本丸ごと♪
愛知産愛知産

Fresh Sea UrchinFresh Sea Urchin

980980980円

極上うに軍艦極上うに軍艦
from Iwatefrom Iwate

抜群の鮮度をそのままで !!抜群の鮮度をそのままで !!
岩手産岩手産

Seared First Bonito Of SeasonSeared First Bonito Of Season
◎◎

◎◎

◎◎

◎◎
◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

(2 貫 )(2 貫 )

甘味あり !
独特の風味が堪らない♪

甘味あり !
独特の風味が堪らない♪


