
※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？

Particular Tomato 『Den』Particular Tomato 『Den』

Grilled Broad BeansGrilled 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）

Wild jumbo Scallop sashimiWild jumbo Scallop sashimi

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

身が締まり、そしてぷりぷりの肉厚 !身が締まり、そしてぷりぷりの肉厚 !

980980980円

1,2801,2801,280円

680680680円

抜群に旨い ! 人気 No.1♪抜群に旨い ! 人気 No.1♪

特大荒海ほたて刺身特大荒海ほたて刺身

焼きそら豆

◎◎

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♪

糖度 8.5 度以上 ! 超プレミアトマト !!糖度 8.5 度以上 ! 超プレミアトマト !!
佐賀産佐賀産

北海道　仙鳳趾産北海道　仙鳳趾産

焼きそら豆焼きそら豆

光樹トマト『伝』光樹トマト『伝』

円680680680

天然赤ほやの刺身天然赤ほやの刺身
Sea Squirt sashimiSea Squirt sashimi
北海道産北海道産

日本酒のアテにもう一品♪日本酒のアテにもう一品♪

独特の塩味と甘味、そして磯の香りが味わえます !独特の塩味と甘味、そして磯の香りが味わえます !

鮎の塩焼き鮎の塩焼き

岩手産岩手産
栄養豊富な海で育て上げられた ”荒海ほたて ”栄養豊富な海で育て上げられた ”荒海ほたて ”

愛知県愛知県

Sake Steamed ClamsSake Steamed Clams
地はまぐりの酒蒸し地はまぐりの酒蒸し

円890890890

580580580円

極上のほたて !極上のほたて !
今までに味わったことのない今までに味わったことのない

円590590590

◎◎いわしの姿造りいわしの姿造り
Whole Sardine sashimiWhole Sardine sashimi
石川産他石川産他

新鮮でトロっとした身が◎新鮮でトロっとした身が◎
初夏の風物詩 ”いわし ”初夏の風物詩 ”いわし ”

Peach PinePeach Pine

480480480円
新品種のパインで 3年間丁寧に育てた逸品 !新品種のパインで 3年間丁寧に育てた逸品 !
沖縄産沖縄産

ピーチパインピーチパイン

別格のトマトの味わいを是非♪別格のトマトの味わいを是非♪

小ぶりですが桃の様な香り・甘味が凝縮 !!小ぶりですが桃の様な香り・甘味が凝縮 !!1,2801,2801,280円

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

Jumbo Scallop Grilled with butterJumbo Scallop Grilled with butter

香ばしいバターがより一層香ばしいバターがより一層

特大荒海ほたてのバター焼き特大荒海ほたてのバター焼き

極上の ”荒海ほたて ”だから味わえるバター焼き♪極上の ”荒海ほたて ”だから味わえるバター焼き♪

旨味と甘味をとじ込める !旨味と甘味をとじ込める !

岩手産岩手産

1,2801,2801,280円

◎◎

色味が綺麗で赤貝のような歯ごたえ、弾力のある筋感 !!色味が綺麗で赤貝のような歯ごたえ、弾力のある筋感 !!

◎◎

☆☆お口直しに外せない ! 今が旬の野菜♪お口直しに外せない ! 今が旬の野菜♪

至極の滑らかな食感・甘さは他の追随を許さない !!至極の滑らかな食感・甘さは他の追随を許さない !!

磯の香りが凝縮された蛤は絶品 !磯の香りが濃縮された蛤は絶品 !
シンプルな一品にリピーター続出♪シンプルな一品にリピーター続出♪



※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　

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

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とろっとした雲丹が

158158158円

いわしいわし

さっぱりと美味い♪さっぱりと美味い♪

石川産他石川産他

Rice With Grilled Sweet FishRice With Grilled Sweet Fish

580580580円

鮎棒寿司鮎棒寿司
from Aichifrom Aichi愛知産愛知産

SardineSardine
◎◎

◎◎

◎◎
◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

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♪

from Ishikawa and othersfrom Ishikawa and others

1 本丸ごと寿司に !1 本丸ごと寿司に !
川魚の女王、鮎を川魚の女王、鮎を

鮎の香りを充分に楽しめる鮎の香りを充分に楽しめる
極上の一品です !!極上の一品です !!

味わえる贅沢な味♪味わえる贅沢な味♪

絶妙にマッチング !!絶妙にマッチング !!
一口で食べるからこそ一口で食べるからこそ

ご満足できる逸品です !ご満足できる逸品です !


