
※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
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

◎◎

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濃厚な味わいが濃厚な味わいが

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780780780

◎◎

◎◎

Grilled herringGrilled herring

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

円980980980甘みのある柔らかい食感が◎!甘みのある柔らかい食感が◎!

◎◎

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

!!

新物　ホタルイカ新物　ホタルイカ
Firefly squidFirefly squid

◎◎
兵庫産兵庫産　
解禁 !” 旬 ” を先取り !! 濃厚な美味しさ♪解禁 !” 旬 ” を先取り !! 濃厚な美味しさ♪

円780780780

円580580580

稚鮎の天ぷら稚鮎の天ぷら
Fried ayu tempuraFried ayu tempura

◎◎
愛知産愛知産

わたのほろ苦さがたまらない♪わたのほろ苦さがたまらない♪ 円780780780

いさざ踊り喰いいさざ踊り喰い
Isaza Dance EatingIsaza Dance Eating

◎◎
佐賀産佐賀産
大人気 ! 春の風物詩です♪大人気 ! 春の風物詩です♪ 円980980980

つぶ貝まるごと刺身つぶ貝まるごと刺身◎◎
北海道産北海道産
早い者勝ち !! この時期だけのこの価格♪早い者勝ち !! この時期だけのこの価格♪

円980980980

Whelk Shell SashimiWhelk Shell Sashimi
かわはぎ薄造りかわはぎ薄造り
Kawahagi thin constructionKawahagi thin construction

◎◎
三重産三重産
肝が旨い !! 上品な身と絡めて食す ! 最高♪肝が旨い !! 上品な身と絡めて食す ! 最高♪

円1,9901,9901,990

口いっぱいに広がる !口いっぱいに広がる !

身はふわっと柔らかく身はふわっと柔らかく



※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

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♪

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

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◎◎

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

青森産青森産

白魚白魚
青森産青森産
プリプリとしたプリプリとした

White FishWhite Fish

128128128円

◎◎

158158158円

口当たりが堪らない !!口当たりが堪らない !!

桜海老軍艦　桜海老軍艦
香ばしく上品な甘味が絶品 !!香ばしく上品な甘味が絶品 !!

◎◎
Sakura ShrimpSakura Shrimp

248248248円

つぶ貝つぶ貝

噛むごとに広がる豊かな香り♪噛むごとに広がる豊かな香り♪

◎◎
Whelk Shell Whelk Shell 
北海道産北海道産


