
※価格はすべて税抜きとなっております。
→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!

本日のおすすめ本日のおすすめ

Fresh Oyster from HokkaidoFresh Oyster from Hokkaido
北海道　仙鳳趾産北海道　仙鳳趾産

（4ヶ）（4ヶ）1,2801,2801,280円

☆ 酒肴いろいろ♪酒肴いろいろ♪☆

抜群に旨い ! 人気 No.1♪抜群に旨い ! 人気 No.1♪

いちおし旬魚たち !!いちおし旬魚たち !!
◎◎

☆

昆布森の生カキ

茶豆塩ゆで茶豆塩ゆで

昆布森の生カキ

640640640円

580580580 円

円

金目鯛カマの煮付け金目鯛カマの煮付け
Boiled Red Bream with Japanese SauceBoiled Red Bream with Japanese Sauce

鮭白子の揚げだし鮭白子の揚げだし
Deep Fried Soft Roe with Soup StockDeep Fried Soft Roe with Soup Stock

◎◎

1,5801,5801,580 円

特大荒海ほたて刺身特大荒海ほたて刺身
Wild jumbo Scallop sashimiWild jumbo Scallop sashimi

◎◎

Jumbo Scallop Grilled with butterJumbo Scallop Grilled with butter

円

活〆穴子の白焼き活〆穴子の白焼き
Lightly grilled Sea EelLightly grilled Sea Eel

岩手産岩手産

680680680

1,5801,5801,580

栄養豊富な海で栄養豊富な海で
育て上げられた ”荒海ほたて ”育て上げられた ”荒海ほたて ”
身が締まりぷりぷりの肉厚 !身が締まりぷりぷりの肉厚 !
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
極上のほたて !極上のほたて !

香ばしいバター醤油との相性抜群 !!
旨味と甘味をとじ込めます !
香ばしいバター醤油との相性抜群 !!
旨味と甘味をとじ込めます !

神奈川産
旨味滴るほどの身厚♪
神奈川産
旨味滴るほどの身厚♪ 1,9801,9801,980

円

松茸の天ぷら松茸の天ぷら
Matsutake Mushroom TempuraMatsutake Mushroom Tempura

松茸の美味しさ、香りをご賞味あれ♪松茸の美味しさ、香りをご賞味あれ♪

とろ～り、濃厚な旨さ◎!とろ～り、濃厚な旨さ◎!

煮付けでより美味しい !
お酒が進みます♪
煮付けでより美味しい !
お酒が進みます♪

ビールに茶豆 ! 最高の組み合わせ♪ビールに茶豆 ! 最高の組み合わせ♪

バター焼きバター焼き
特大荒海ほたて特大荒海ほたて

北海道産北海道産

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

1,5801,5801,580 円
ちょっぴり贅沢 !ちょっぴり贅沢 !ちょっぴり贅沢 !
旬を先取り♪旬を先取り♪

Boild Brown EdamameBoild Brown Edamame

◎◎釣り平目の薄造り釣り平目の薄造り
Sashimi of thinly sliced FlatfishSashimi of thinly sliced Flatfish
福島産福島産

円980980980

味は淡白で、上品な味わい !
薄造りでより一層旨味が引き立つ♪
味は淡白で、上品な味わい !
薄造りでより一層旨味が引き立つ♪

揚げ銀杏揚げ銀杏
Fried ginkgoFried ginkgo
モチモチした食感がクセになる♪モチモチした食感がクセになる♪

◎◎

食べ過ぎには注意 !!食べ過ぎには注意 !! 円780780780

新秋刀魚　塩焼き新秋刀魚　塩焼き
Grilled Pacific SauryGrilled Pacific Saury
北海道産北海道産
酢橘と大根おろしが食欲を増す♪酢橘と大根おろしが食欲を増す♪ 円880880880

さんまさんま
◎◎

旬の走り ”秋刀魚 ” を味わって頂きたい !!旬の走り ” 秋刀魚 ” を味わって頂きたい !!



※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 →

☆☆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

◎◎どんちっちあじどんちっちあじ
Fatty Horse Mackerel
島根浜田産

198198198円

1,280

980980980 円

1,2801,280円

トロのような鯵です♪トロのような鯵です♪

398398398 円

イチ押し !!

イチ押し !!板前寿司
板前寿司

コスパ良しなこ
の一品♪

コスパ良しなこ
の一品♪

Live Abalone(with the liver)Live Abalone(with the liver)

堪らない !!堪らない !!
コリコリの食感がコリコリの食感が

鮮度抜群の歯ごたえ !鮮度抜群の歯ごたえ !

◎◎ボタンエビボタンエビ

”特大 ”のボタンエビ !!” 特大 ” のボタンエビ !!

◎◎釣り平目釣り平目

298298298円

◎◎

◎◎

Button ShrimpButton Shrimp
北海道産北海道産

旨味・甘さ共に満点♪旨味・甘さ共に満点♪

980980980 円

FlatfishFlatfish
福島産福島産
味は淡白で、上品な味わい !味は淡白で、上品な味わい !

Tuna Yukhoe Sushi
「新メニュー part2」
卵黄ユッケソースで召し上がれ♪

Tuna Yukhoe Sushi
「新メニュー part2」
卵黄ユッケソースで召し上がれ♪

Red Salmon Roe Sushi
「新メニュー part1」
たっぷり紅イクラ♪旨い !

Red Salmon Roe Sushi
「新メニュー part1」
たっぷり紅イクラ♪旨い !

まぐろユッケ寿司まぐろユッケ寿司

紅イクラこぼれ寿司紅イクラこぼれ寿司

580580580円

◎◎活あわび（肝付き）活あわび（肝付き）

味わい尽くす !!味わい尽くす !!まるごと贅沢にまるごと贅沢に


