
※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 !! ☆

580580580 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

昆布森の生カキ昆布森の生カキ

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♪

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

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

天然ぶり刺身天然ぶり刺身
Japanese Amberjack SashimiJapanese Amberjack Sashimi
北海道産北海道産

めひかりの唐揚げめひかりの唐揚げ
Deep-fried MexicaliDeep-fried Mexicali
千葉・茨城産千葉・茨城産

あん肝ポン酢あん肝ポン酢
Monkfish Liver with Ponzu VinegarMonkfish Liver with Ponzu Vinegar
お店で丁寧に蒸し上げました♪お店で丁寧に蒸し上げました♪ 円680680680
とろけるような身の柔らかさととろけるような身の柔らかさと
淡白なのにしっかりとした味わい !!淡白なのにしっかりとした味わい !!

揚げ銀杏揚げ銀杏◎◎

三重県三重県

◎◎ ◎◎
円890890890

脂がのってきて旬を迎えた極上ぶり !!脂がのってきて旬を迎えた極上ぶり !!
是非食べて下さい ! オススメ♪是非食べて下さい ! オススメ♪

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♪

鳥羽伊勢湾の答志島付近で
獲れるブランドさわらです。
脂質 10％以上のみと厳選 !
秋から冬にかけての、
”今だから ”
脂が乗り格別に美味しい !
鮮度良し、味良しな特別の
さわらをこの機会に是非♪

鳥羽伊勢湾の答志島付近で
獲れるブランドさわらです。
脂質 10％以上のみと厳選 !
秋から冬にかけての、
”今だから ”
脂が乗り格別に美味しい !
鮮度良し、味良しな特別の
さわらをこの機会に是非♪

広島産　カキフライ広島産　カキフライ
Fried OysterFried Oyster
ぷりっぷりのカキをフライにしました。
揚げたてサックサク、ジューシーな一品♪
ぷりっぷりのカキをフライにしました。
揚げたてサックサク、ジューシーな一品♪ 円780780780
海老芋と助子の炊き合わせ海老芋と助子の炊き合わせ

円680680680
Cooked Mixture Of Shrimp-Shaped Potato With Alaska PollackCooked Mixture Of Shrimp-Shaped Potato With Alaska Pollack
たっぷりの出汁を十分に含ませて炊いた海老芋と
プチプチと口の中で弾ける助子の食感が堪らない♪
たっぷりの出汁を十分に含ませて炊いた海老芋と
プチプチと口の中で弾ける助子の食感が堪らない♪

北海道産　本ししゃも北海道産　本ししゃも
Comparing The Tastes SpirinchusComparing The Tastes Spirinchus

円790790790
プチプチとした食感を持つメスと
さっぱりとした脂の旨味を楽しめるオスの
食べ比べはいかがでしょうか♪

プチプチとした食感を持つメスと
さっぱりとした脂の旨味を楽しめるオスの
食べ比べはいかがでしょうか♪

◎◎答志島産　とろ鰆のたたき答志島産　とろ鰆のたたき
Seared Fatty Japanese Spanish MackerelSeared Fatty Japanese Spanish Mackerel

円780780780円980980980

円580580580

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎



※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

1,280

980980980 円

1,2801,280円

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 !

◎◎釣り平目釣り平目

298298298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

◎◎きす昆布〆きす昆布〆

◎◎天然ぶり天然ぶり

198198198円
北海道産北海道産
旬を迎えた極上ぶり !!旬を迎えた極上ぶり !!

Japanese AmberjackJapanese Amberjack

198198198円

Sillago With Marinated KelpSillago With Marinated Kelp
愛知産愛知産
ほどよい弾力ほどよい弾力
まろやかで上品な味に！まろやかで上品な味に！

※活あわび（肝付き）は銀座ウォータータワー店、新宿東宝ビル店、新橋店では取扱しておりません。




