
※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♪

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

国産あん肝ポン酢国産あん肝ポン酢
Monkfish Liver with Ponzu VinegarMonkfish Liver with Ponzu Vinegar

” 国産だからこそ ”味わえる濃厚なあん肝 !!” 国産だからこそ ”味わえる濃厚なあん肝 !!
円1,3801,3801,380

◎◎

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♪

◎◎

◎◎

◎◎

真蛸真蛸
Common OctopusCommon Octopus
勝山・大原勝山・大原

◎◎

身が引き締まっており歯ごたえ抜群 !!身が引き締まっており歯ごたえ抜群 !!
噛むたびにジューシーな甘味♪噛むたびにジューシーな甘味♪

焼き地はまぐり焼き地はまぐり
Grilled ClamGrilled Clam
茨城産茨城産

◎◎

ふっくら肉厚♪ふっくら肉厚♪
旨味たっぷりな汁が一口で溢れ出す !旨味たっぷりな汁が一口で溢れ出す !

天然真ハタ刺身天然真ハタ刺身
Grouper SashimiGrouper Sashimi
九州九州
ぷりぷりで引き締まった身は格別 !ぷりぷりで引き締まった身は格別 !
市場に出ない希少な逸品♪市場に出ない希少な逸品♪

訳ありくずれシャコ訳ありくずれシャコ
Imperfect Mantis ShrimpImperfect Mantis Shrimp
愛知産愛知産

◎◎

今が旬のシャコをわさび醤油で♪今が旬のシャコをわさび醤油で♪
くずれ具合が一層味わい深い !くずれ具合が一層味わい深い !

勢子蟹勢子蟹
Female Snow Crab in SeasonFemale Snow Crab in Season
鳥取他鳥取他

◎◎

ズワイガニのメスでズワイガニのメスで
セコガニ、セイコガニ、セコガニ、セイコガニ、

たら白子ポン酢たら白子ポン酢
Soft Roe Ponzu VinegarSoft Roe Ponzu Vinegar
北海道産北海道産
甘みのある濃厚な味わいが甘みのある濃厚な味わいが
口いっぱいに広がる !口いっぱいに広がる !

香箱などと呼ばれます。香箱などと呼ばれます。
丁寧にほぐした肩肉、脚肉、丁寧にほぐした肩肉、脚肉、
内子、外子を甲羅に内子、外子を甲羅に
盛り込みました♪盛り込みました♪ 円780780780

円780780780

円980980980

円1,5801,5801,580

円490490490

円980980980◎◎

円780780780

◎◎

山口・島根他山口・島根他



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

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 !

◎◎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

◎◎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

◎◎

宮城産宮城産
脂のり抜群 !!脂のり抜群 !!

Jinhua MackerelJinhua Mackerel
金華サバ金華サバ

◎◎くずれシャコ軍艦くずれシャコ軍艦
愛知産愛知産
お好みで煮つめも♪お好みで煮つめも♪

三重産三重産
肝の甘みと身の旨みが絶妙 !!肝の甘みと身の旨みが絶妙 !!

Thread-sail FilefishThread-sail Filefish
活〆かわはぎ　肝のせ活〆かわはぎ　肝のせ

◎◎

長崎・淡路長崎・淡路
食感が堪らない♪食感が堪らない♪

Golden CuttlefishGolden Cuttlefish
スミイカスミイカ

九州九州

天然真ハタ天然真ハタ

Soft Roe sushi Battle ship styleSoft Roe sushi Battle ship style
白子軍艦白子軍艦

298298298円

198198198円

238238238円

298298298円

158158158円

198198198円

238238238円

甘みのある濃厚な味わいが甘みのある濃厚な味わいが
口いっぱいに広がる !口いっぱいに広がる !

GrouperGrouper

ぷりぷりでぷりぷりで

Imperfect Mantis ShrimpImperfect Mantis Shrimp

引き締まった身は格別 !引き締まった身は格別 !

Red Salmon Roe SushiRed Salmon Roe Sushi
紅イクラこぼれ寿司紅イクラこぼれ寿司

980980980円
たっぷり紅イクラ♪たっぷり紅イクラ♪
旨い !旨い !

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

※価格はすべて税抜きとなっております。
※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。


