
※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

かき鍋（みそ味）かき鍋（みそ味）
“SAMURAI”Oyster Hot Pot“SAMURAI”Oyster Hot Pot

円1,4801,4801,480
1 人前1人前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♪
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
ふぐ唐揚げふぐ唐揚げ
Deep-Fried BlowfishDeep-Fried Blowfish
骨までしゃぶる旨さ !!骨までしゃぶる旨さ !!

いちおしの逸品 !!いちおしの逸品 !!☆☆ 酒肴いろいろ♪酒肴いろいろ♪☆☆

竹崎の生かき竹崎の生かき
Oysters from Ariake sea,KyusyuOysters from Ariake sea,Kyusyu

◎◎

有明産有明産
クリーミーで濃厚 !クリーミーで濃厚 !
ぷりっとした食感がぷりっとした食感が
堪らない旬の一品♪堪らない旬の一品♪
”海のミルク ”を是非 !!” 海のミルク ”を是非 !!

円1,2801,2801,2804 個4個

地はまぐり酒蒸し地はまぐり酒蒸し
Sake Steamed ClamsSake Steamed Clams

◎◎

千葉産千葉産
身はふっくら ! ジューシー♪身はふっくら ! ジューシー♪
貝好きには堪らない一品 !!貝好きには堪らない一品 !!

地はまぐり焼き地はまぐり焼き
Grilled ClamsGrilled Clams

◎◎

円680680680各各

たら白子ポン酢たら白子ポン酢
Soft Roe Ponzu VinegarSoft Roe Ponzu Vinegar

円980980980甘みのある濃厚な味わいが口いっぱいに広がる !甘みのある濃厚な味わいが口いっぱいに広がる !

ぶり大根ぶり大根
Simmered Yellowtail with Daikon RadishSimmered Yellowtail with Daikon Radish

円850850850脂の乗ったぶりと味のしみた大根が堪らない !!脂の乗ったぶりと味のしみた大根が堪らない !!

天然ぶり刺身天然ぶり刺身
Japanese Amberjack SashimiJapanese Amberjack Sashimi
富山産富山産
脂がのってきて旬を迎えた極上ぶり !! オススメです♪脂がのってきて旬を迎えた極上ぶり !! オススメです♪ 円980980980

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

円1,9801,9801,980

豪快 !! 栗ガニ一杯姿造り豪快 !! 栗ガニ一杯姿造り◎◎
Boiled Helmet CrabBoiled Helmet Crab

箸が止まらない一品♪箸が止まらない一品♪
”希少 ” 栗ガニをまるごと一杯で !!” 希少 ” 栗ガニをまるごと一杯で !!
青森産青森産

☆☆冬の贅沢♪美味しい鍋 !!冬の贅沢♪美味しい鍋 !!

ヤリイカの刺身ヤリイカの刺身
Spear Squid SashimiSpear Squid Sashimi

円980980980
甘みのある濃厚な味わいが◎!甘みのある濃厚な味わいが◎!

◎◎

カキフライカキフライ

円980980980
◎◎

Fried “SAMURAI” Oyster Fried “SAMURAI” Oyster 

揚げたてサクサク ! ジューシーな一品♪揚げたてサクサク ! ジューシーな一品♪

◎◎

青森・北海道産青森・北海道産

兵庫・岡山産兵庫・岡山産
ブランド牡蠣「侍オ

イスター」を使用
!!

ブランド牡蠣「侍オ
イスター」を使用

!!

ブランド牡蠣「侍オ
イスター」を使用

!!
ブランド牡蠣「侍オ

イスター」を使用
!!



※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♪

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

◎◎活あわび活あわび（肝付き）（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

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 !

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◎◎

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

煮はまぐり煮はまぐり
Boiled ClamBoiled Clam

358358358円

千葉産千葉産
身はふっくら ! ジューシー♪身はふっくら ! ジューシー♪
貝好きには堪らない一品 !!貝好きには堪らない一品 !!

Surf ClamSurf Clam
ほっき貝（生・炙り )ほっき貝（生・炙り )

鮮度抜群で ! この価格 !!鮮度抜群で ! この価格 !!

◎◎

Spear SquidSpear Squid
ヤリイカヤリイカ◎◎

Spear Squid Lower LegSpear Squid Lower Leg
ヤリイカ下足ヤリイカ下足

コリコリッとした食感で甘みあり♪コリコリッとした食感で甘みあり♪

◎◎

128128128円

158158158円

198198198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◎

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

青森・北海道産青森・北海道産

青森・北海道産青森・北海道産

青森産青森産


