
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
いちおしの逸品達 !!いちおしの逸品達 !!☆☆

→反対面におすすめにぎりメニューあります

◎◎

この時期お寿司のお供には欠かせない！この時期お寿司のお供には欠かせない！

蛤のお吸い物蛤のお吸い物
Soup clamSoup clam

広島産広島産

◎◎

サクッとジューシー♪サクッとジューシー♪
広島の牡蠣は一味違う！広島の牡蠣は一味違う！

広島産大粒カキフライ広島産大粒カキフライ
Deep fried oystersDeep fried oysters

昆布と出汁の旨みがたまりません♪昆布と出汁の旨みがたまりません♪

沖縄産沖縄産

◎◎

プチプチッとした食感がクセになるプチプチッとした食感がクセになる
「海の宝石」をどうぞ♪「海の宝石」をどうぞ♪

海ぶどう海ぶどう
Sea grapesSea grapes

◎◎

解禁！ ”旬 ” を先取り！濃厚な美味しさに解禁！ ”旬 ” を先取り！濃厚な美味しさに

新物　ほたるいか新物　ほたるいか
Firefly squidFirefly squid

きっと酔いしれるでしょう !!きっと酔いしれるでしょう !!

富山産富山産

千葉・三重・鹿児島産千葉・三重・鹿児島産

◎◎

お店で豪快に藁焼きに !!お店で豪快に藁焼きに !!

藁焼き鰹刺身藁焼き鰹刺身
Grilled bonito straw sashimiGrilled bonito straw sashimi

北海道産北海道産

◎◎

超ビッグな肉厚ジューシーほたて !!超ビッグな肉厚ジューシーほたて !!

お刺身でどうぞ !!
お刺身でどうぞ !!

特大ほたて刺身特大ほたて刺身
Big scallop sashimiBig scallop sashimi

北海道産北海道産

◎◎

特製だれで芳ばしく焼いたほたてを特製だれで芳ばしく焼いたほたてを
大葉、糸がき、七味を海苔で一緒に巻いて大葉、糸がき、七味を海苔で一緒に巻いて

特大ほたて磯辺焼き特大ほたて磯辺焼き
Big scallop grilled with seaweedBig scallop grilled with seaweed

贅沢にかぶりついちゃってください♪贅沢にかぶりついちゃってください♪

鰹の旨みをギュッと閉じ込めました♪鰹の旨みをギュッと閉じ込めました♪

780780780 円( 税込　　　 )( 税込　　　 )858858858 円

円( 税込　　　 )( 税込　　　 )880880880 968968968 円

( 税込　　　 )( 税込　　　 )580580580 円 638638638 円

( 税込　　　 )( 税込　　　 )880880880 円 968968968 円

( 税込　　　 )( 税込　　　 )300300300 円 330330330 円円( 税込　　　 )( 税込　　　 )880880880 968968968 円

( 税込　　　 )( 税込　　　 )380380380 円 418418418 円

超おすすめ♪

超おすすめ♪自家製 !!
自家製 !!

◎◎

気仙川からの豊富な栄養で育んだ気仙川からの豊富な栄養で育んだ

雪解け牡蠣雪解け牡蠣
Special oysterSpecial oyster

肉厚ぷりっぷりな春で一番旨い牡蠣です !!肉厚ぷりっぷりな春で一番旨い牡蠣です !!

岩手産岩手産

( 税込　　　 )( 税込　　　 )680680680 円 748748748 円



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

千葉・三重・鹿児島産千葉・三重・鹿児島産
イチ押し !!

イチ押し !!板前寿司
板前寿司

藁焼き鰹藁焼き鰹
Grilled Bonito strawGrilled Bonito straw

◎◎

CuttlefishCuttlefish
すみいかすみいか

サクッとした歯応えがサクッとした歯応えが

◎◎

長崎産長崎産

シャリとよく馴染みます！シャリとよく馴染みます！

さっぱりとした脂がさっぱりとした脂が
旨すぎるこの一貫 !!旨すぎるこの一貫 !!

198198198円

藁で焼き上げた芳ばしい香りと藁で焼き上げた芳ばしい香りと

( 税込　　　  )( 税込　　　  )217217217円

HalfbeakHalfbeak

さよりさより

この見た目で実は白身魚！この見た目で実は白身魚！

◎◎

宮城・神奈川産宮城・神奈川産

高級魚らしい上品で淡白な味わいが good ！高級魚らしい上品で淡白な味わいが good ！

Big ScallopBig Scallop
特大ほたて半割り特大ほたて半割り　　

肉厚で濃厚な甘み♪肉厚で濃厚な甘み♪

◎◎

北海道産北海道産

プリプリッとした食感はたまりません♪プリプリッとした食感はたまりません♪

Young Red snapperYoung Red snapper

春子鯛昆布〆春子鯛昆布〆

その名の通り、春が旬！その名の通り、春が旬！

◎◎

淡路産淡路産

昆布〆でどうぞ！昆布〆でどうぞ！

Surf clamSurf clam
あおやぎあおやぎ

これぞ江戸前寿司の定番！これぞ江戸前寿司の定番！

◎◎

三重産三重産

( 税込　　　 )( 税込　　　 )398398398 円 437437437 円

( 税込　　　 )( 税込　　　 )298298298 円 327327327 円

( 税込　　　 )( 税込　　　 )272272272 円248248248 円

( 税込　　　 )( 税込　　　 )272272272 円248248248 円

( 税込　　　 )( 税込　　　 )298298298 円 327327327 円

White geoduck clamWhite geoduck clam
白みる貝白みる貝

上品な甘みと食感を上品な甘みと食感を

◎◎

愛知産愛知産

是非ご堪能あれ !!是非ご堪能あれ !!

クセになる香りと食感♪クセになる香りと食感♪

( 税込　　　 )( 税込　　　 )298298298 円 327327327 円
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