
※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
酒肴いろいろ♪酒肴いろいろ♪☆いちおし旬魚たち !!いちおし旬魚たち !! ☆☆

円680680680

勢子蟹勢子蟹
Female Snow Crab in SeasonFemale Snow Crab in Season

◎◎
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
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980980980

円1,5801,5801,580

◎◎

天然ぶり刺身天然ぶり刺身
富山産富山産

◎◎

令和の怪物令和の怪物
Monster OysterMonster Oyster

◎◎

銀だら鍋銀だら鍋
Sablefish Hot PotSablefish Hot Pot

◎◎

まぐろあご肉塩焼きまぐろあご肉塩焼き
Grilled Tuna Chin with SaltGrilled Tuna Chin with Salt

◎◎

ぶり大根ぶり大根◎◎

円980980980

円1,2801,2801,280

円980980980
円850850850

1 人前1人前

円980980980

下仁田ねぎ焼き下仁田ねぎ焼き
Shimonita Leek GrilledShimonita Leek Grilled

◎◎

円790790790

あん肝ポン酢あん肝ポン酢
Monkfish Liver with Ponzu VinegarMonkfish Liver with Ponzu Vinegar

◎◎

まぐろひれ肉煮付けまぐろひれ肉煮付け◎◎
Boiled The Fins Of TunaBoiled The Fins Of Tuna

☆☆厳選 ! 本マグロ希少部位 !!厳選 ! 本マグロ希少部位 !!

☆☆冬の贅沢♪美味しい鍋 !!冬の贅沢♪美味しい鍋 !!

with Daikon Radish 
Simmered Yellowtail
with Daikon Radish 
Simmered YellowtailJapanese Amberjack SashimiJapanese Amberjack Sashimi

1 匹から 2個のみ取れる赤身部位、
濃厚でジューシーな味わい。
1匹から 2個のみ取れる赤身部位、
濃厚でジューシーな味わい。

まぐろで脂の最ものった希少部位。
あふれる脂を楽しんでください。
まぐろで脂の最ものった希少部位。
あふれる脂を楽しんでください。

蒸し上げてます♪蒸し上げてます♪
味濃厚です !味濃厚です !

とろ～り甘い !
青唐みそとの相性抜群 !!
とろ～り甘い !
青唐みそとの相性抜群 !!

お店で丁寧にお店で丁寧に

脂の乗ったぶりと脂の乗ったぶりと
味のしみた大根が味のしみた大根が
堪らない !!堪らない !!

脂がのってきて脂がのってきて

是非食べて下さい !是非食べて下さい !
旬を迎えた極上ぶり !!旬を迎えた極上ぶり !!

オススメ♪オススメ♪

岩手産
インパクト大 !商品名からして
旨みが凝縮され

クリーミーな味わい♪
是非、味わって頂きたい逸品です。

岩手産
インパクト大 !商品名からして

サイズも凄い !!サイズも凄い !! 旨みが凝縮され
クリーミーな味わい♪
是非、味わって頂きたい逸品です。

寒い冬には一度は味わいたい一品♪
独特のコクと旨みが鍋全体に広がり、
寒い冬には一度は味わいたい一品♪

美味しい銀だらは今が旬 !美味しい銀だらは今が旬 !
独特のコクと旨みが鍋全体に広がり、

※2人前より承ります。※2人前より承ります。

円980980980

1 個1個

キングサーモンの兜焼きキングサーモンの兜焼き◎◎
Grilled Head of King SalmonGrilled Head of King Salmon

ぷりぷりなほほ肉♪ぷりぷりなほほ肉♪

ヘルシーな一品です !!ヘルシーな一品です !!
コラーゲンたっぷりでコラーゲンたっぷりで

オススメ♪オススメ♪ 円980980980

茨木産茨木産

◎◎
Pond Smelt TempuraPond Smelt Tempura

ビールとの相性抜群 !!ビールとの相性抜群 !!
衣はサクッ、身はふんわり♪衣はサクッ、身はふんわり♪

円680680680

白貝の酒蒸し白貝の酒蒸し
北海道産北海道産

◎◎
Sake Steamed White ClamsSake Steamed White Clams

大きくて食べ応えあり !大きくて食べ応えあり !

円880880880

旬のきのこ彩りバターソテー旬のきのこ彩りバターソテー◎◎
Mushroom Butter SauteMushroom Butter Saute

円780780780

1 個1個

貝の旨みがギュっと貝の旨みがギュっと
とじ込めています♪とじ込めています♪

是非食べて下さい !是非食べて下さい !

贅沢に使用した一品 !!贅沢に使用した一品 !!

大粒　丹波しめじ、大粒　丹波しめじ、
白舞茸・おっきいなめこを白舞茸・おっきいなめこを

旬のきのこの風味が旬のきのこの風味が
抜群に食欲をそそる♪抜群に食欲をそそる♪

わかさぎの天ぷらわかさぎの天ぷら



※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

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
富山産富山産
旬を迎えた極上ぶり !!旬を迎えた極上ぶり !!

Japanese AmberjackJapanese Amberjack

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

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

298298298円

298298298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 !

◎◎

◎◎

きんめ鯛昆布〆きんめ鯛昆布〆
千葉産千葉産
身が締まり、美味しさUP!身が締まり、美味しさUP!

Natural Red BreamNatural Red Bream

298298298円

198198198円

◎◎

◎◎
Notsuke ScallopNotsuke Scallop
野付生ほたて野付生ほたて◎◎

358358358円

北海道産北海道産

ぷりぷりの歯ごたえ !ぷりぷりの歯ごたえ !
モチモチでモチモチで


